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福島県地域復興実用化開発等促進事業

福島イノベーション・コースト構想

実用化開発補助事業

実施プロジェクト一覧
重点分野
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宮城県
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9

2 1

8
4

15

12
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浅川町

7
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川内村

須賀川市
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7

福島県地域復興実用化開発等促進事業

開発者インタビュー
分野

ロボット分野

タイトル

ページ

ロボット

段ボールへの印刷を速く、自在に
インクジェット方式なら可能です。

ロボット

インタビュー
事業者

4

有限会社品川通信計装サービス
イオス株式会社（埼玉県川口市）

UAV を開発、レーザー測量飛行で
大地のディテールを可視化しよう。

ロボット

インタビュー
事業者
ロボット

インタビュー
事業者

Terra Drone 株式会社

ロボット

インタビュー
事業者
ロボット

エネルギー

株式会社会津ラボ
福島トヨペット株式会社

インタビュー
事業者

エネルギー

ロボット

環境・リサイクル

ロボット

農林水産業

ロボット

農林水産業

医療機器等

ロボット

医療機器等

福島エコクリート株式会社

一般財団法人石炭エネルギーセンター

フォーアールエナジー株式会社

株式会社芳賀沼製作、合同会社良品店、有限会社たむら農建

12

22

国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科

13

24

株式会社トレードマーク

14

26

ピュアロンジャパン株式会社
つくばテクノロジー株式会社

ウェアラブル IoT と健康町づくり。
川俣町と作り上げる最先端の自治体経営モデル
インタビュー
事業者

11

20

いわき発祥・Ｘ線撮影デバイスも
これからの医療を創るチカラです。
インタビュー
事業者

10

18

広告と PR のプロ集団が仕掛ける
アグリ活性・食材加工アラカルト。
インタビュー
事業者

09

16

牛を診て、圃場を見て…
飯舘村を元気づけるスマート農業
インタビュー
事業者

08

14

国立研究開発法人 国立環境研究所

山との共生、スギ材の地産地消で
林業の復活ストーリーが描かれる。
インタビュー
事業者

農林水産業

東北ネヂ製造株式会社

ゼロ・エミッション社会を描いて
浪江で興そう、エネルギー革命を。
インタビュー
事業者

07

12

火力発電の副産物で造る再生砕石
ネーミングは、ＯＲクリートです。
インタビュー
事業者

環境・リサイクル

楽天株式会社

浜通りの北のゲートウェイ、新地で始まる
自立・分散型エネルギー地産地消のまちづくり。
インタビュー
事業者

06

10

グローバル品質、先進の締結品を
阿武隈山系のウインドファームへ。

15

28

ミツフジ株式会社

16

ロボット分野
No.

テーマ

01

災害救援物資輸送ダクテッド・ファンＵＡＶ
の実用化開発

02

実 施
事業者

ページ

株式会社ＩＨＩ

実施
場所

自動運転車（ロボットカー）向けシステム開発
実 施
事業者

アルパイン株式会社

実施
場所

03

マルチコプター型 UAV 自動航行システムの
開発

05

8

買い物の、困った感に寄り添った
エンパワーメントで暮らしを応援。

テーマ

04

6

お出かけ支援でも、知識の前進！
地域交通のプラットフォーマー。

ロボット

No.

17

30
南相馬市

18

31
いわき市

実 施
事業者

ページ

アルパイン株式会社

実施
場所

32
いわき市

ドローンおよび無人地上車輌による害獣対策
と物資輸送サポート技術の開発
実 施
事業者

イームズロボティクス株式会社
有限会社ワインデング福島

実施
場所

33
南相馬市、
浪江市

マッスルスーツの高機能化・高性能化のための
実用化技術開発
実 施
事業者

株式会社イノフィス

34

実施
場所

南相馬市

実施
場所

南相馬市、
相馬市、
浪江町

35

海洋調査を目的とした無人観測船の開発
実 施
事業者

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、
株式会社ウインディーネットワーク

無人飛行体をプラットフォームとする放射線
分布の 3D 可視化技術の開発
実 施
事業者

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、 実施
株式会社千代田テクノル
場所

36
南相馬市
大熊町、双葉町、
富岡町、楢葉町

ロボットを活用した半凝固鋳鍛成型の
生産システム実用化開発
実 施
事業者

日本オートマチックマシン株式会社

37
実施
場所

南相馬市

自動運転に係る情報基盤の構築及び
まちなか巡回車輌の実用化に向けた実証試験
実 施
事業者

株式会社会津ラボ、福島トヨペット株式会社

38

実施
場所

浪江町

自律型ドローンロボットにより山岳救助を劇的に
効率化する「捜索支援システム」の開発実用化事業
実 施
事業者

エム・デー・ビー株式会社

39

実施
場所

広野町

UAV を利用した災害時即時情報収集
システムの技術開発
実 施
事業者

株式会社大和田測量設計

40
実施
場所

広野町

量産を見据えた高信頼性マルチコプター
実用化開発
実 施
事業者

株式会社菊池製作所

41
実施
場所

南相馬市

インテリジェントアシスト駆動ユニットの
実用化開発
実 施
事業者

株式会社鈴木電機吾一商会

42
実施
場所

いわき市

43

ドローンによるアグリセンシングの研究開発
実 施
事業者

株式会社 糺の森、学校法人慶應義塾 慶應義塾大学
SFC 研究所、協同組合 企業情報センター

実施
場所

田村市

ドローンによる地形・画像計測と放射線量測
定による広域空間線量の取得手法の開発
実 施
事業者

株式会社ふたば

44

実施
場所

富岡町

ドローン用超軽量機材と
小型燃料電池システムの開発
実 施
事業者

株式会社星山工業、ビードローン株式会社

45
実施
場所

南相馬市

ＵＡＶを使用したイノシシ等の生息状況観測
技術の開発
実 施
事業者

有限会社ヨシダ電子、
フジ・インバック株式会社

46

実施
場所

浪江町

47

高齢者向け動態管理システム開発
実 施
事業者

アルパイン株式会社

実施
場所

いわき市

₁
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福島県地域復興実用化開発等促進事業

エネルギー分野

ロボット分野
No.

テーマ

19

高高度隊列飛行による三次元メソスケール
空間情報収集ドローン型ロボットの開発

20
21
22
23
24
25
26
27

実 施
事業者

ページ

株式会社 e ロボティクス福島、
株式会社東日本計算センター

48
実施
場所

ドローンを活用したメンテナンスシステムの
実用化開発
実 施
事業者

FPV Robotics 株式会社

実施
場所

UAV レーザー計測を活用した自動飛行による
UAV 放射線量自動測定システムの開発
実 施
事業者

株式会社大和田測量設計

実施
場所

果樹のリモートセンシングによる自律型農業
ロボットの実用化開発
実 施
事業者

銀座農園株式会社、株式会社ユニリタ

実施
場所

水上での離着水及び航行が可能な
長距離運用無人航空機システムの開発
実 施
事業者

株式会社スペースエンターテインメントラボラ
トリー

実施
場所

日本郵便株式会社

実 施
事業者

楽天株式会社

株式会社ロボジョンジャパン

実施
場所

マルチ GNSS アンテナによる小型 UAV 搭載型
レーザ三次元計測システムの高精度化・製品化
実 施
事業者

Terra Drone 株式会社

広野町

10

51
南相馬市

実施
場所

テーマ

01

再生可能エネルギー活用による水素製造シス
テム実用化開発

02
03
04
05
06

実 施
事業者

実施
場所

福島阿武隈、浜通り、風力発電構想の発電タ
ワーの国産化に向けた実用化開発
実 施
事業者

会川鉄工株式会社

実施
場所

小型バイオマス発電システムの商業化に向け
た開発計画
実 施
事業者

共栄株式会社

実施
場所

いわき市

実 施
事業者

株式会社クレハ

実施
場所

農林残渣を対象とする有価物抽出・高熱量ペ
レット燃料製造準連続処理系の技術開発
実 施
事業者

創イノベーション株式会社

南相馬市

実 施
事業者

株式会社タケエイ

実施
場所

実 施
事業者

東北ネヂ製造株式会社

実施
場所

耕× 畜× エネルギー連携による
持続的循環型もうかる農業の創出
実 施
事業者

株式会社ナラハアグリ

実施
場所

汎用型地域エネルギーマネジメントシステムの設計
と復興・まちづくり計画・評価システムの開発
実 施
事業者

国立研究開発法人国立環境研究所

63
いわき市

64
いわき市

65

実施
場所

01

05
06

57
相馬市

07

58
いわき市

08

59
いわき市

09

いわき市

10

61

実施 南相馬市、
飯舘村
場所

発電用燃料としての建設廃棄物からの高品質 RPF
（廃プラスチック固形化燃料）製造技術の開発

大型風力発電プロジェクト向け高強度・高耐久、
太径タワー連結ボルト、アンカーボルトの実用化開発

地域の再生可能エネルギーの最大活用を目指
した下水汚泥処理システムの実用化開発

04

56

60

新規なフッ素樹脂の開発とその製造技術

実施
場所

テーマ

03

55

ページ

株式会社ＩＨＩ

バックス情報システム株式会社

No.

02

南相馬市

エネルギー分野
No.

実 施
事業者

ページ

楢葉町

66
新地町

環境・リサイクル分野

南相馬市

54
実施
場所

07

無線通信制御方式改善による電池寿命延命化
の実証

09

50

実施 南相馬市、
浪江町
場所

ヒューマノイドの概念設計及びソフトウェア開発
実 施
事業者

南相馬市

53

アプリを使ったドローン配送 e コマースと
空域管理の実用化検証

テーマ

08

49

52

配送業務の高度化に向けた無人機活用検証
実 施
事業者

南相馬市

No.

実 施
事業者

ページ

株式会社ＩＨＩ

実施
場所

株式会社クレハ

実施
場所

株式会社クレハ

実施
場所

株式会社クレハ環境

実施
場所

総合リサイクルセンターの処理スキーム開発
実 施
事業者

株式会社高良

福島エコクリート株式会社、
一般財団法人石炭エネルギーセンター

実施
場所

再生可能エネルギーを活用した乾燥処理シス
テムのエントリモデル実用化開発
実 施
事業者

株式会社ＩＨＩ

実施
場所

環境配慮型革新的アルミニウム超精密成形技
術の開発
実 施
事業者

株式会社菊池製作所

実施
場所

日産リーフ使用済みリチウムイオン電池を活
用したバイパスシステム開発
実 施
事業者

フォーアールエナジー株式会社

実施
場所

福島エコクリート株式会社

実施
場所

62
相馬市

2
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71

72
南相馬市

73
相馬市

74
川内村

75
浪江町

76

県内発生製紙会社石炭灰の有効活用
実 施
事業者

いわき市

実施 南相馬市、
大熊町
場所

石炭灰リサイクル製品（再生砕石）製造技術
の開発
実 施
事業者

いわき市

70

炭素繊維リサイクル技術の実証開発
実 施
事業者

いわき市

69

環境配慮型合成樹脂製造プロセスの開発
実 施
事業者

相馬市

68

新規な環境適合性樹脂の開発
実 施
事業者

67

福島県地域復興実用化開発等促進事業

南相馬市

農林水産業分野
No.

医療機器等分野

テーマ

ページ

01

いわきイノベーション農業福祉構想実用化開発
【大規模太陽光利用型植物工場の先行開発検証と実施設計】

02

IoT 技術をベースとしたスマート農業による
高機能性野菜生産の実証試験

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

実 施
事業者

実 施
事業者

株式会社イノベーション農業福祉研究所

エコエネルギーシステムズ株式会社、
浜の野菜株式会社

実施
場所

国立大学法人東北大学大学院農学研究科東北復興農学センター、
株式会社 S JC、トライポッドワークス株式会社

実施
場所

株式会社芳賀沼製作、有限会社たむら農建、
合同会社良品店

サケマス魚類循環濾過養殖プラントの実用化
実 施
事業者

株式会社林養魚場

実施
場所

中大規模木造建築物に対応した新たな接合方
式の開発
実 施
事業者

株式会社ダイテック

実施
場所

安全な農畜産物生産を支援する ICT 営農管
理システムの開発
実 施
事業者

国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科

実施
場所

耐候型屋内農場における大型イチゴ生産の
自動化
実 施
事業者

プランツラボラトリー株式会社

自然エネルギーを活用した、IoT 営農による産地化促進
プログラム「AgriNova」（日本語名「 アグリの場 」）の実用化開発
実 施
事業者

株式会社馬渕工業所、福相建設株式会社

実施
場所

飼料作物転換による農地再生・エネルギー生産等
複合利用実用化に向けた開発
実 施
事業者

株式会社エコロミ、飯舘電力株式会社

実施
場所

デジタルアグリによる大規模水稲生産の効率化
実 施
事業者

株式会社神明、イームズロボティクス株式会社

実施
場所

高機能性食品安定供給技術と、
それによる高機能性特産作物販売体系の確立
実 施
事業者

国立大学法人東北大学大学院農学研究科東北復興農学センター、
共栄株式会社、磐栄運送会社、磐栄アグリカルチャー株式会社

実施
場所

耐候型屋内農場におけるキノコ類菌床栽培の
収益改善
実 施
事業者

プランツラボラトリー株式会社、
JPE 第 1 号株式会社

実施
場所

農漁融合型産業推進を目指す、陸上養殖における熱利用
および水質管理技術 AquaNova（日本語名「アクアの場」）の開発
実 施
事業者

株式会社馬渕工業所、福相建設株式会社

実施
場所

ヒノキ・ズギ大径 JAS 製材を用いた有開口
耐力フレームの開発
実 施
事業者

株式会社ダイテック

実施
場所

加水分解技術による農林水産物の加工・研究
及び 6 次産業化商品開発
実 施
事業者

株式会社トレードマーク

葛尾村

04

田村市

05

81
いわき市

06

82
いわき市

07

83
飯舘村

08

84
実施
場所

実施
場所

01

移乗機能とリハビリ機能を備えた電動アシス
ト車いす開発

03

80
実施
場所

テーマ

02

78

79

縦ログ構法に関する技術開発と
縦ログ生産ネットワーク体制の構築
実 施
事業者

いわき市

実施 いわき市、
川内村
場所

中山間地域の農業振興のための新 ICT
「自然と共生した高付加価値営農モデル」の開発
実 施
事業者

77

No.

田村市

09

85
南相馬市

10

86
富岡町、
飯舘村

87
南相馬市

88
葛尾村

川内村

南相馬市

いわき市

南相馬市

実 施
事業者

株式会社アイザック

実施
場所

いわき市

94
いわき市

リズム歩行支援ロボット Walk-Mate の社会
実装に向けての製品化モデル構築事業
実 施
事業者

WALK-MATE LAB 株式会社

実施
場所

95
南相馬市

96

在宅メディケアシステム開発
実 施
事業者

コニカミノルタ株式会社、
福島コンピューターシステム株式会社

実施 いわき市、
田村市
場所

介護施設内運搬ロボットシステムの商用化と
その社会実装
実 施
事業者

SOCIAL ROBOTICS 株式会社

実施
場所

97
南相馬市

被災地住民の帰還を促進する医療とロボット
産業の統合実証事業
実 施
事業者

株式会社ヘルステクノロジー

実施
場所

98
南相馬市

超音波画像情報を提示する穿刺支援用
３D-AR システムの実用化開発
実 施
事業者

TCC Media Lab 株式会社

99
実施
場所

南相馬市

在宅医療・救急医療における医療用冷陰極
X 線管および携帯型冷陰極 X 線源の開発
実 施
事業者

株式会社ピュアロンジャパン、
つくばテクノロジー株式会社

100
実施
場所

いわき市

地域医療を支える往診型一次救急支援、遠隔による
診療・決済、及び高齢者見守りシステムの開発事業
実 施
事業者

株式会社 HealtheeOne

実施
場所

101
いわき市

遺伝子多型に基づいた骨粗鬆症のテーラーメ
イド診療事業の研究開発
実 施
事業者

公益財団法人ときわ会、
株式会社ジーンクエスト

実施
場所

12

16

92

93

福島県内 100% 部品調達に向けた移乗介助・
移動支援・見守り支援機器実用化開発

医師不足地域に対応した、医療データの活用による
予防型医療プラットフォームの開発および実証事業

15

91

実施
場所

11

14

90

会川鉄工株式会社、株式会社鈴木電機吾一商会

B -NE T（B or on-Ne u t r on Emis sion
Tomography）診断装置の実用化開発

13

89

実 施
事業者

ページ

実 施
事業者

実 施
事業者

福島 SiC 応用技研株式会社

株式会社ミナケア

102
いわき市

103

実施
場所

実施
場所

楢葉町

104
いわき市

毎日着用可能なウェア型 IoT 機器およびオンライン診療
システムによる健康モニタリングサービスの開発
実 施
事業者

ミツフジ株式会社

105
実施
場所

川俣町

新ゲノム改変技術による
疾患モデル細胞・動物の実用化開発
実 施
事業者

学校法人いわき明星大学、株式会社セツロテック

106
実施
場所

いわき市

医療・創薬用 SPECT 装置を革新する
超高解像度センサヘッドの実用化開発
実 施
事業者

株式会社スター精機、株式会社 C&A、
株式会社 EXA

107
実施
場所

相馬市

個別ユーザの認知的特性診断に基づく対話を通じた
介護支援コミュニケーションロボットの開発
実 施
事業者

富士コンピュータ株式会社

実施
場所

108
南相馬市
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ダンボール印刷装置全景

開発者インタビュー
ロボット分野
ロボット分野

段ボールへの印刷を速く、自在に
インクジェット方式なら可能です。
有限会社品川通信計装サービス
イオス株式会社

事業実施場所：いわき市
実用化計画開発期間

2016 年度〜 2017 年度

IJH-CL ロボットを搭載したライン型フルカラー
デジタルオンデマンド印刷システムの実用化開発
世界初、ヘッドクリーニングロボット
「いつでもフルカラー印刷できる、インクジェット方式の装置を造り

ボール紙に最大で 50 ｍ / 分、
300dpi だと 100m/ 分というフルカラー

出せたら価値ある発明ですね」
。段ボール資材の設計・製造を行うイオ

高精細スピード印刷を施せます。印字ヘッドのメンテナンスは自動ク

ス株式会社（埼玉県川口市）との間で、そんな開発談義が熱を帯びた

リーニングロボットが行うので、印字の位置ズレ、インクの滲みが生

ことから、小ロット・オンデマンド対応のプロジェクトが始動しました。

じません。インク吸引と拭き取り ( ワイピング )、さらに印字ヘッド保

かねてから当社は食品メーカー向け・カラープリンタの印字ヘッ

護も…という、ダンボール印刷では世界初のノウハウを採用していま

ド制御ロボットを手掛けていました。このような次元から踏み込

す（特許出願中）
。

み、大手とは異なる路線で、プリンタ装置サプライヤーとしてニッ
チ市場を目指す方向性が打ち出されています。電子回路および電
気・機械系統のメカニックを当社が担い、イオスさんは試作装置
の操作性・機能、そして印刷品質にコミットする立場です。色処理、
インクジェット吐出制御、インク材料などに特化した知見や技術
を補完・統合するため、それぞれの領域の専門家、先端技術系シ
ンクタンクとも連携体制を構築しました。
版胴にインクを付着させ、段ボールへ転写する。こうした樹脂
版方式に対し、インクジェット方式は樹脂版を製作したり、イン
クの調色・交換・廃棄に要したりする時間が不要です。デザインデー
タの受信と制御を行い、印字ヘッドから段ボールへインクを吐出
して工程が進みます。
ＣＭＹＫ ( シアン・マゼンタ・イエロー・ブラック ) 各色の印字ヘッ
ドが横に並ぶ、１Pass( ワンパス ) 型の機構を開発しました。幅広な段

有限会社 品川通信計装サービス

営業部

部長

関根 雄一 氏
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ロボット分野

クリーニングロボット

インタフェースを究める発想で

テキスタイルほか多分野へ応用も

目標に掲げていた性能をクリアし、試作装置のフェーズを経て、

小ロット・多品種へ対応、オンデマンドで短納期を適える印刷シス

さまざまに改良を加えながら量産モデルの設計が進捗しています。

テムの販路に考えられるのは関東や東海、近畿など各地を営業地盤と
する段ボールメーカーです。また、プリンタのセットアップメーカー

傾斜で延びる排紙コンベア、排紙ストッカーへと続く全長 15 ｍ

には、ヘッド駆動ボードを単体で供給していく展開も想定されます。

ほどのラインが現れてきました。基板実装、部品や部材の調達・

速乾性で摩擦に強い、しかも褪色しづらい UV インクの採用で

加工、アセンブリ工程などで浜通り企業との協業を図り、復興へ

発色・テカリ・濃度を最適化してカラーコントロールしやすい点

の機運を盛り上げます。

もメリットです。高付加価値のフルカラー段ボール製造をアシス

画像処理と印刷制御とをスムーズに連動させるソフトウェアも、

トする技術は、意匠性が強いテキスタイル、プリンテッドエレク

ソリューションの一つです。ファイルサイズの大きなデータを受

トロニクス、さらに食品、医療ほか多くの業界との親和性に富む

信しながら、いくつか並列処理を可能とするアルゴリズムを整え

と思います。こうして、ものづくりの世界で特化したノウハウ、

ています。デザイン・レイアウト編集、リクエスト管理・履歴管

付加価値を究められるのが当社です。スペシャリスト志望の新卒、

理、装置間の通信、RGB から CMYK へのデータ変換、インク残

キャリア豊富な人材を大募集しています。

より良いインタフェースの追及は続きます。

地 元企業とのコラボにも期待

インクジェットヘッド稼働ボードにも、先進性が現れます。
印刷ヘッドユニットは、それぞれ 108㎜幅のヘッド 3 個で構成

●公益社団法人 いわき産学官ネットワーク協会

されており、324㎜幅の印刷に対応します。CMYK ４色のヘッド

「品川通信計装サービス様は、当協会の研究・開発に係る委

ユニットが揃うので、フルカラー印刷が可能です。単色用ヘッド

託事業で着実な成果を挙げておられる企業です。このほど取

が 3 ヵ所に設けられ、合わせて 15 ヘッドを同期制御することに

り組んでいる、ライン型フルカラーデジタル大型印刷機の開

なります。ヘッド駆動ボードは、最大周波数 20kHz で作動する仕

発製造では、機械加工や組立などの分野で地元企業とのリレー

組みです。最大 64 ヘッドの同期制御、
さらに 640MB と、重いデー

ション、協業が深まると伺っております。オリジナル高品位
技術の実装に向け、さらなる進捗が待たれます」

法人概要

OUTLINE

PLOFILE

OUTLINE

企業名▶有限会社品川通信計装サービス

計測・通信・制御・機械・ソフト

企業名▶イオス株式会社

包装に関するコンサルティングか

従業員数▶ 50 名

ローガンに、これら５大分野の技

従業員数▶ 90 名

送サービスまでの一貫した業務を

立▶ 1975 年 4 月

住

所▶〒 971-8125

福島県いわき市小名浜島
字高田町 44-7

T E L ▶ 0246-58-3334
担

当▶営業部

関根 雄一

U R L ▶ http://www.sinagawa-tsushin.co.jp/

ウェア…開拓精神と一刻一進をス
術を無限に組み合わせてシステム

開発、商品化に邁進します。いく

設

立▶ 1996 年 4 月１日

住

所▶〒 334-0012

埼玉県川口市八幡木 1-10-26

つも枝分かれする先に実る成果を

T E L ▶ 048-281-1731

発、さらに自動機・自動検査機器

U R L ▶ https://www.ios-ltd.co.jp/

追求。回路設計からプログラム開

担

などのメカニズムを含めて多種多

当▶代表取締役社長

田辺 孝

ら 資 材、POP 加 工、 パ ッ ク、 配
展開しています。さまざまな資財
を生み出すこと、情報を加工して
オンリーワンの付加価値を高める

こと。こうした強みを生かして段
ボール製品や個装箱・包装材を販
売、専門的な商品群はオンライン
サービスでも展開しています。

様なニーズに応えています。
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医療機器等分野

PLOFILE

環境回復・放射線分野

タの出力も可能となっています。

設

農林水産業分野

量の表示など多岐に渡るタスクをコントロールする機能とともに、

環境・リサイクル分野

段ボールをストックしておく給紙部から搬送装置、印刷部、緩

エネルギー分野

フルカラー印刷部

レーザー測量中のドローン

開発者インタビュー
ロボット分野
ロボット分野

UAV を開発、レーザー測量飛行で
大地のディテールを可視化しよう。
Terra Drone 株式会社

事業実施場所：南相馬市
実用化計画開発期間

2016 年度

森林測量を目的とした自動運転長距離固定翼無人機の開発
データ解析、３Ｄデータ作成まで一気通貫
レーザー機器を搭載したドローンを飛ばし、従来なら計測が困

ミドルエンドモデル、ハイエンドモデル。これら２種類のレーザー

難とされてきた山間部や森林部などを高精度で計測できるように

は計測飛行の現場状況、ご予算、要求精度に応じて使い分けられ

すること。さらに、収集した測量データを解析して３Ｄデータ作

ます。

成まで一気通貫の高品位サービスを提供すること。私たちは、森

撮影された画像データは、膨大な量になります。これらに基づき、

林測量の分野でも革新的なソリューションを目指しています。開

ドローン測量に対応するソフトウェアでデータ生成・解析がワン

発の成果は、めざましい拡大基調にあるドローン市場での新規性・

ストップで完結するのも当社の強みです。CAD にインポート可能

独自性・優位性に結実します。

な３Ｄモデルデータは納品後、地形の把握、工事の進捗管理など

地形が複雑に入り組んだり、樹木や下草、あるいは落ち葉で地

多目的に役立ちます。

表面が隠されたりしていて現場のディテールを把握しづらい…有
人航空機が利用するレーザー測量や写真測量の場合、このような
難点が生じがちでした。そこで、当社が革新的な代替ノウハウと
して技術・運用面のエビデンスを蓄積しているのが【ドローン飛
行＋レーザー測量】方式です。
地表マーカーを置くことなく、低空を飛行するドローンの特性
を活かして直接的な計測が可能です。高精度・高密度なデータ収
集に加えて大幅なスピードアップ、時間短縮を図れるなど多様な
ニーズに応えられます。構造物の施工に先立つ現地調査や土量計
測、さらに交通インフラ・エネルギーインフラの点検にと広がる
用途。さまざまな自然災害リスクが高まっている昨今、被災状況
の迅速な把握にも有効な手段です。
Terra Drone 株式会社
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関東支社

営業部

下戸 優輔 氏

福島県地域復興実用化開発等促進事業

ロボット分野

3 次元モデル

ドローン社会を牽引していく意志

グローバル拠点・福島をアピール
森林測量のイノベーションは、高性能 UAV の開発ならびにハ
イスペック化、精緻なレーザー測量技法の実践、そして取得した

テンシャルに富む分野に、いち早く着目。イノベーティブ思考

画像データに対する解析ノウハウが三位一体となって叶えられよ

を展開し、グローバル市場でも有用なサービス領域を切り開く

うとしています。

当社は、さまざまな技術要素を融合させてドローンの多目的か

このほど、私たちが実用化を目指す自動運転＋長距離飛行＋固

つ付加価値的な普及に努めています。ICT 導入を図り、建設現

定翼タイプ UAV に関する技術開発が進展して事業化が成される

場の全プロセスで生産性を高めるために国土交通省が推進する

と、福島の浜通り地域をはじめ全国各地、さらに海外へも拠点を

i-Construction( アイ・コンストラクション ) への対応でも、来る

設けて実績を積み上げられるようになります。試験研究員、測量

べきドローン社会への牽引力を発揮しようと期しています。

士に加え、データ解析やシステム開発に携わるソフトウェア人材

森林測量に特化する UAV は、マルチコプター型ドローンが主

の地元雇用という波及効果も期待されます。ロボット開発の先進

流を占めるようになるのではないか、と今後のトレンドを見通し

地域を象徴する研究開発と製造の拠点化が進めば「福島から世界

ています。

へ！」と、アピール度を強められます。

こうした一方、カイトプレーン型は凧を思わせる骨組み・布が
随所に注入されました。内燃エンジン、または電動モータで駆動

●株式会社 菊池製作所

するプロペラで推力を得ながら飛行します。推力コントロール機

「当社は、福島県浜通り地域で製造業を営んでおります。テ

能が上昇・下降を制御します。左右の動きは方向舵で調整する仕

ラドローン様で開発されたドローンが１日も早く実用化の運

組みで、固定翼機に比べると自律飛行制御に適したメカニズムで

びとなり、当地での生産を行っていただければと思います。

す。急降下リスクを低減できる構造体には強化プラスチック、カー

こうした業務確保による雇用の拡大、経済効果の広がりなど

ボンを採用しており破損したとしても修復が容易です。ちなみに

が、地域に根ざす産業にとっても復興の一助となることを強

性能レベルは、
ペイロード 10kg・飛行時間２時間 ( マルチコプター

く期待しております」

型はペイロード 5kg・飛行時間 15 ～ 20 分 ) です。

環境回復・放射線分野

法人概要

PLOFILE

OUTLINE

国内６支社と海外２拠点。ドローンを

従業員数▶ 71 名

て独自ノウハウによる高精度化、高速

業▶ 2016 年 2 月 9 日

売上高▶ 7 億 3000 万円
住

所▶〒 150-0001

東京都渋谷区神宮前 5-53-67

T E L ▶ 03-6419-7193

U R L ▶ https://www.terra-drone.net/

医療機器等分野

企業名▶ Terra Drone 株式会社
創

農林水産業分野

ド ローン生産で地域に活気を

特徴で、機体の実用化開発に際しては当社のオリジナリティーが

環境・リサイクル分野

UAV( 無人航空機 ) を用いる森林測量ノウハウの商業利用は、世
界的に見ても緒に就いたばかり、という段階と言えそうです。ポ

エネルギー分野

等高線モデル

用いたレーザー・写真測量を実施し

データ解析、自社開発ソフトウェアが

強みです。ゼネコン・建機メーカー・
測量会社などからの信頼は厚く、UAV
測量は 400 回超。ドローン運行管理

システム事業でも、次世代を見据えて
います。
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福島県地域復興実用化開発等促進事業

後部座席から見た公道実証風景

開発者インタビュー
ロボット分野
ロボット分野

お出かけ支援でも、知識の前進！
地域交通のプラットフォーマー。
株式会社会津ラボ 事業実施場所：浪江町
福島トヨペット株式会社
実用化計画開発期間

2017 年度〜 2019 年度

自動運転に係る情報基盤の構築及び
まちなか巡回車輌の実用化に向けた実証試験
そこに暮らす人の視点で考える
浪江町と、私たち会津ラボとの縁は「高齢者の見守りサービス」

での自動走行実証がスタートしました。JR 浪江駅前と町役場を結ぶ

実証試験を通して始まりました。世帯ごとに消費電力データを計

約 1㎞の県道を、
時速 30㎞で往復しました。すぐにハンドル、
ブレー

測・記録・管理するスマートシステムは、コンセント型『SMART

キを操作できるよう運転席に人が座り、助手席の同乗者は、走行状

PLUG』、ブロックチェーン、スマホ専用アプリで構成。離れて暮

態を監視して安全確保に努めながら実証を行っています。福島県内

らす家族や知人が日頃の様子を確認したり、異常時にアラートを

で初めての試みは、オンデマンドタクシーのような公共交通サービ

通知したりする仕組みです。

スの実現へ結び付きます。浜通り・浪江での実証を経て、その成果

ご高齢の方々の多くが、公共機関や商業施設と行き来する手段

を中通り、会津の各地へと広げていくのがミッションです。

に事欠いている。そうした実情も、
他人事とは思えなくなりました。
帰還住民の QOL 向上、地域コミュニティー活性化にも役立つプロ
ジェクトを通して移動困難者一人一人のチカラになろう、との思
いは深まります。
リアルな現実と対峙し、解決の道筋を探りながら自動運転技術
の実用化へ向けてフェーズを進行させます。待ち望まれている社
会システムのプラットフォーマーとして、会津ラボが情報・技術
基盤の構築と現地実証を統括します。協働パートナーを務める福
島トヨペットは、地元愛を体現すべく車両の整備・運用・保守点
検を担います。フィールドを提供してくださる地元自治体、道路
の管轄や法制という立場で協力してくださる警察など、関係方面
との密接なヨコ連携が心強い限りです。
2018 年 12 月 3 日、公道を使った Level3（条件付運転自動化）

福島トヨペット株式会社
代表取締役専務 管理本部長

株式会社会津ラボ
取締役 プロジェクトマネージャー

橋本 健 氏

常世 仁一 氏

福島トヨペット株式会社
代表取締役社長

₈

佐藤 修朗 氏
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株式会社会津ラボ
取締役
コンピュータ理工学博士

久田 雅之 氏

株式会社会津ラボ
代表取締役社長

松永 州央 氏

福島県地域復興実用化開発等促進事業

ロボット分野

平成30年12月3日の公道実証セレモニー

システム需要は、道の数だけ

自 動運転技術の開発に、エール
●浪江町役場

ミニバン型の試験車両 (ZMP 提供 ) に全方位レーザー、カメラ、

「平成 31 年 3 月、浪江町は福島第一原子力発電所事故による

車両制御ソフトを搭載しました。センサーデータ、走行データや

しかしながら帰還人口が約870名とまだまだ少なく、
買い物環境、

させます。運行管理システム、各種データを保持・共有する情報

医療機関などの生活インフラが整っていないため、住民の足の確

基盤と統合させて、地域ごとの運用システムを構築するのが狙い

保が課題となっています。このような中、株式会社会津ラボ様が

です。

町内に研究開発拠点を設置。平成 30 年度は、県内で初めて公

信号が赤に変わると正確に停止し、信号機が設置されていない

道での自動運転実証試験を行いました。当町をフィールドに、先

横断歩道では自動ブレーキが作動するなど、試験走行に手ごたえ

端技術の開発を行っていただけるのは夢のある話です。明るい情

を感じています。こうした一方、レベル 3 ⇒レベル 4 へと段階を

報発信の一環となり大変ありがたく思います。被災地では、あら

進めるためにクリアすべき課題が具体化してきました。たとえば

たに働き手を探すことも難しいため、この自動運転技術を活かす

天候や太陽光線の状態、さらに歩行者や他車の存在など、その時々

「自動運転タクシー」や「自動運転代行」などへの応用による実

の状況に即して安全確実に走行できるよう、システム体系を整え

用化への期待も高まります。法制度の対応・インフラの整備・革

新的な技術の探究といった面で、まだまだ課題はあろうかと思い

5G( 第５世代移動通信システム ) という画期的な高速・大容量

ますが、浪江から発信される自動運転技術の進化と普及を、心

サービスを活用すると、車車間通信の共用で交通体系のインテリ

から応援しています」

ジェント化が進むと考えられます。専用の車載器を介して無線通

レ ベル3をクリア、
さらなる高みへ

信を行い、死角となる位置に現れた車両の存在を知らせるなど、
お互いの安全に結びつくような走行環境を巡る情報を受け取れま
す。クルマとクルマが、インテリジェントな関係を結びながら街

●開発スタッフ

を往くイメージです。路線ごとにデータベース構築やアップデー

「被災地復興へ向け、自動運転技術の実用化に取り組んでいま

す。本年度、レベル３の自動走行を公道で実証できたので、少し

トが欠かせないので、運行システムに携わるソフトウェア人材の

えるべき障壁があるものの、できる限り早期の実現を目指して研
究開発に邁進しています」

法人概要

OUTLINE

代表者▶代表取締役
従業員数▶ 25 名
住

松永州央

所▶〒 965-0059

福島県会津若松市インター西 53

T E L ▶ 0242-23-8285

U R L ▶ http://www.aizulab.com/

OUTLINE

企業名▶福島トヨペット株式会社

福島県全域をカバーするトヨタ系

画像・映像制作

従業員数▶ 597 名

県北・県中・県南・会津の６エリ

ローン、自動運転など新技術領

住

■ iOS/Android アプリ開発、

創

WEB システム開発、3DCG・

業▶ 1956 年 10 月 13 日

売上高▶ 29,187 百万円（2017 年 3 月）

■ loT、EMS、スマート農業、ド
域における研究開発

所▶〒 963-8511

福島県郡山市川向 1-1

T E L ▶ 024-946-1111

■観光クラウド「指さしナビ」

U R L ▶ http://www.fukushima-toyopet.co.jp

ディーラーとして相双・いわき・
アに計 22 店舗を展開しています。
それぞれの地域に根ざし、カーラ
イフの身近なパートナー役を務め

ています。●トヨタ車・レクサス車・
フォルクスワーゲン車・U-carの
販売やメンテナンス●保険代理業
● KDDI グループ商品の販売
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福島県地域復興実用化開発等促進事業

医療機器等分野

業▶ 2007 年 1 月 4 日

PLOFILE

環境回復・放射線分野

ずつ成果が出ていると実感しています。完全な実用化へは乗り越

雇用拡大という意味でも波及効果は高いです。

創

農林水産業分野

る必要性を痛感しています。

企業名▶株式会社会津ラボ

環境・リサイクル分野

全町避難からの一部避難指示が解除され、約 2 年となります。

周辺環境の情報を収集し、多岐に渡るデータをクラウド上に集積

PLOFILE

エネルギー分野

自動運転ソフトウェアによる信号認識

物流専用ドローン「天空」

開発者インタビュー
ロボット分野
ロボット分野

買い物の、困った感に寄り添った
エンパワーメントで暮らしを応援。
楽天株式会社

事業実施場所：南相馬市
実用化計画開発期間

2018 年度〜 2020 年度

アプリを使ったドローン配送 e コマースと
空域管理の実用化検証
マルチコプター型の配送専用ドローン「天空」あらわる
ドローンを活用する配送システムの構築と社会実装へ向け、近

認知度を高めようと期しています。

未来指向のトライアルが南相馬市小高区で展開されています。

マルチコプター型「天空」がドローン配送の主役です。セーフ

2016 年 7 月、避難指示が解除されて住民帰還が進む同区では、

ティー機能としてパラシュートを搭載。全幅が約 1300㎜、最大積

日常が取り戻されつつあります。しかし食料品や日用品を買い求

載量は約 2.0kg、飛行可能距離は約 10㎞で、完全自律飛行が可能

める環境を巡っては、利便性の向上が課題と映ります。とりわけ、

です。2017 年 10 月 31 日から半年に及んだ配送テストでは、安

外出に困難を伴いがちな高齢者など買い物困難者への支援は急務

全を確保するため着陸地点に人員を配しました。ゆくゆくは、そ

と言えるでしょう。限られた商業施設へアクセスする交通事情に

の無人化を目指します。

も改善の余地がある状況を考え合わせると、住民の方々へのエン
パワーメントは不可欠です。
2017 年 2 月 16 日、楽天は南相馬市との包括連携協定を締結し
ました。このたびのプロジェクトは IT を利活用する事業活動の促
進、あるいは情報発信とともに、地域社会の活性化へ資する基幹
的な施策です。
世界に先駆け、ドローン配送サービスの実証実験・運用テスト
を重ねてきた楽天は、これまで培ってきた知見やノウハウを活か
したり深化させたりしながら、ｅコマースの普及と連動させて革
新的な社会価値を創り出します。オンデマンド的な要望に応えて
迅速かつ使いやすいこと、さらに緊急時や災害時にも対応できる
ライフライン機能の付加を意図しています。安全性、確実性を追
求してラストワンマイルまで完結できる仕組みを整え、信頼性と

楽天株式会社 インキュベーション事業
ドローン・UGV 事業部 サービス企画グループ
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谷 真斗 氏

福島県地域復興実用化開発等促進事業

ロボット分野

ショッピングアプリ

山間や離島にも適する先行モデル

小高から広まる、
物流の新メソッド
ドローンを活かす物流方式が浜通り地域に定着すると、機体に必要
とされる部品の製造・供給、さらに機体の組み立て、メンテナンスな

い距離を飛行できる仕様へのバージョンアップが図られます。バッ

どに携わる企業および専門職者へのニーズが高まっていくでしょう。

テリー性能の向上、衝突回避システムの高品位化も重要マターに

暮らしを応援するドローン産業の創出を通し、雇用機会の拡大、

挙げられます。お客様の利便性向上と併せ、物流インフラである

地域経済の浮揚が促されると考えられます。お客様は、新しい買い

ドローン配送の効率性を高めていく観点に立つと、ペイロードを

物スタイルの利便性を体感して購買意欲を高めます。また商業者に

増やすための技術基盤構築も必須です。

とっては、顧客接点や販売機会が増えるというメリットを見込めま

楽天の配送専用ドローンは、独自に開発したソフトウェアや IT

す。試験運用では、地元の皆様からリアルな反応や感想が寄せられ

ソリューションと連動します。すなわち、さまざまなアイテムを

ました。それらを反映させて小高区で端緒を開く先進サービスは、

掲載した「ショッピングアプリ」を通し、お客様がオーダーを寄

物流新時代の象徴です。

せます。ご希望の商品は、ドローン専用ボックスに梱包された状
態で着陸ポイントへ運ばれます。このような場面で飛行指令を送
で運航をコントロールできるよう可視性や、ユーザビリティーに

●南相馬市役所

優れた専用アプリです。

「平成 29 年２月に締結した包括連携協定のもと、この地域

ドローン配送の可能性は、着実に拓けると信じています。安全

を元気にするため、手を携えて取り組みを進めているパート

性と直結する通信環境に関する条件も含め、その社会実装に向け

ナーとして、楽天の皆様へ敬意を表します。と同時に、これか

て関連する法体系や政策が、今後もドローン産業を後押ししてい

ら生み出されていく諸成果への期待が高まってきました。平成

くために必要です。小高区での実践は山間部や離島など、過疎地

29 年度から試験的に展開されてきたドローン配送サービスに

を対象としたドローン配送の先行モデル構築という点で意義深い

加え、楽天市場を活用した施策など、さまざまな課題の解決に

ものです。そして次なるフェーズとして、市街地や都市部への展

からも連携を密に図りながら宜しくお願いいたします」

法人概要

OUTLINE

e コマースやフィンテック、デジタル

コンテンツ、通信など 70 以上のサー

医療機器等分野

企業名▶楽天株式会社
設 立▶ 1997 年 2 月 7 日
従業員数▶ 17,214 名（連結／ 2018 年 12 月末日時点）
売上高▶ 1 兆 1014 億 8000 万円（連結／ 2018 年 12 月期）
住 所▶〒 158-0094
東京都世田谷区玉川 1-14-1
楽天クリムゾンハウス
T E L ▶ 050-5581-6910（代）
担 当▶インキュベーション事業 ドローン・UGV
事業部 サービス企画グループ

環境回復・放射線分野

向けた未来指向のアクションを加速させていきましょう。これ

開を視野に入れています。

PLOFILE

農林水産業分野

未 来指向のアクションに高まる期待

るのに用いられるのが「ドローンダッシュボード」
。直観的な操作

環境・リサイクル分野

ドローン物流の本格運用に向け、機体のハイスペック化が技術
面のカギです。より操作性・安全性・安定性に優れて堅牢で、長

エネルギー分野

ドローンダッシュボード

ビスを世界 30 カ国・地域で展開して

います。2016 年からは、ドローン配
送ソリューションを提供するサービス

「楽天ドローン」を開始。日本の物流

分野に於ける、ラストワンマイルの課
題解決に向けた先進の取り組みです。

U R L ▶ https://corp.rakuten.co.jp
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福島県地域復興実用化開発等促進事業

鍛造後のボルト

開発者インタビュー
エネルギー分野

グローバル品質、先進の締結品を
阿武隈山系のウインドファームへ。
東北ネヂ製造株式会社

事業実施場所：いわき市
実用化計画開発期間

2018 年度〜 2020 年度

大型風力発電プロジェクト向け高強度・高耐久、
太径タワー連結ボルト、アンカーボルトの実用化開発
お宝技術だ、熱間鍛造がバックボーン
化石燃料や原子力に頼らない。そんな未来志向を掲げ、電力供

ません。これらの技術水準を高め、品質を保証するプロジェクト

給の仕組みが語られるようになりました。再生可能エネルギーで

が始動して専担チーム「ねぢラボ」を中心に、グローバル仕様や

叶えられる社会の姿、福島の未来像が重なり合う時代が訪れよう

大臣認定を目指しています。

としています。

熱間鍛造・熱処理は、当社の代名詞とも評される技術的なリソー

北から南へ延びる阿武隈山系、および近接する浜通り沿岸部で

スです。SCM・SNCM ほか金属素材の熱間鍛造、ショットブラス

は新たな電源供給地帯の形成に向け、大がかりな風力発電構想が

ト、旋盤加工、熱処理、そして品質検査という一貫プロセスを完

進められています。200 基を超す 5MW クラス発電機が各所に設

結できる社内体制も、実用化開発に臨む私たちのバックボーンと

置される計画です。ナセルと呼ばれる回転部分、風車の先端まで

して心強い限りです。

基部から 170 ｍです。
いわき市に立地する当社は、広域に展開する建設現場へのアク
セス至便という地の利を生かせます。エネルギー・プラント部門
に於ける成長戦略の一環として、参入の機は熟したと言えるでしょ
う。地理的なアドバンテージを活かせるよう、信頼度の高い締結
品をスピーディーに製造・供給する体制を整えます。納入先であ
る風車メーカーへのアピールを強める一方、地元の産業クラスター
形成を通して関連産業の裾野を広げ、研究機関も交えた R&D で技
術レベルの底上げを図ります。
風圧を受け続け、
ナセルには強い負荷が掛かります。したがって、
それを支えるタワー部材を連結するボルト、さらに、基部へ組み
込まれるアンカーボルトも高強度・高耐久・太径でなければなり

東北ネヂ製造株式会社
技術研究開発部 係長

東北ネヂ製造株式会社
技術研究開発部 係長

渡邉 佑亮 氏

佐藤 広幸 氏
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ロボット分野

大規模ウィンドファーム（イメージ）

過酷なテスト、テスト、またテスト

ボルトの３品目で安定したシェア獲得を目指します。クラスター
に参画しているタワーメーカー、艤装企業との協業モデルを通し
て新たな雇用と産業が生まれるでしょう。運用・保守点検を担う

アンカーボルト、タワーボルトの開発試作を繰り返してベスト

Ｏ＆Ｍ事業も有望です。

な形状や工程を探究しています。締付・耐久・耐蝕など、さまざ
確保すること。試行錯誤を経てフィードバックする際のポイント

も のづくり技術の創発と、
継承を

は、この点に尽きます。
ネジ部の改良、形状開発を意図しているのが締付試験です。ボル

●いわき市役所

トにナットを締め付けた状態で、ナットの回転が 900 回以上に達して
からボルトが破断するように…という耐久性テストとして行われます。
リラクセーション試験は、強度の保証が目的です。構造体と構

「石炭産業を支える、ものづくり企業としてスタートした東

北ネヂ製造様は、熱間鍛造などの技術を蓄積してきました。
こうした長年に渡る成果を活かし、おなじくエネルギー分野

造体に見立てたテスト部材同士を、ボルトで締結して連続３ヵ月

である風力発電の関連分野に参入して実績を伸ばしておられ

間、軸力を測定します。その後、軸力データの低下が現れなけれ

ることは、誠に心強い限りです。今後とも、本市に於ける風

ば合格ラインです。

力発電関連産業の先導役としてイノベーションを創発し、地

防錆を巡っても検討を重ねています。ちなみに、試験冶具の設

域経済の発展に貢献していただけるよう期待しております」

その部分に熱収縮チューブを施す工程を確立すると、ソリューショ

風 力発電クラスターの中核として

ンに近づけます。
タワー連結ボルトの品質検証は済んでおり、2019 年度のサン

●公益社団法人 いわき産学官ネットワーク協会

プル出荷に向けてメドが立ちました。量産シミュレーションに基

「東北ネヂ製造様は、いわきウィンドバレープロジェクトの

づく品目ごとの製造設備、ライン構成も具体化しつつあります。

コア企業です。地元企業や研究機関との連携を深め、すぐれ

浮体式・着床式の洋上風力発電も含め、ウインドファームの建

たリーダーシップを発揮しています。とりわけ風力発電の領

設から稼働への動きが相次ぐと見られます。ボルト供給拠点とし

域では、部品製造・メンテナンス事業の一貫した受注体制構
築に向けて尽力してきました。今後へ向けて期待されるのは、

入れています。

太径ボルトに関する経済産業大臣の認定取得です。その暁、

タワー連結用の六角ボルト、アンカー用の両ネジボルト、特殊

これまで以上に存在感が高まることを願っています」

法人概要

OUTLINE

70 年あまり前、常磐炭鉱で用いるレー

従業員数▶ 120 名

が当社の始まり。今日では鉄道インフ

業▶ 1943 年 10 月 18 日

売上高▶ 2,413 百万円
所▶〒 971-8184

福島県いわき市泉町黒須野字砂利 59

T E L ▶ 0246-56-4751
当▶技術研究開発部

U R L ▶ http://tohokunedi.com

医療機器等分野

企業名▶東北ネヂ製造株式会社

担

環境回復・放射線分野

て期待される当社は、こうした動向を捉えつつ海外市場も視野に

住

農林水産業分野

計は終えました。アンカーボルトの円筒形状は約３ｍと長尺で、

創

環境・リサイクル分野

まな使用条件を想定した、過酷なテストに耐え得る技術レベルを

PLOFILE

エネルギー分野

太径タワー連結ボルト

ルの付属品としてボルトを製造したの

ラ、土木・建設、エネルギー・プラン

ト、産業機械など幅広い分野のニーズ
に応えて多品目に及ぶ締結品を供給し

ています。ネヂの真価を高める熱間鍛
造・熱処理の技術を培い、一貫プロセ
スで信頼を育みます。

₁3

2018年度版 浜通りの未来を拓く実用化開発プロジェクト

福島県地域復興実用化開発等促進事業

建設中の電気・熱エネルギー供給エリア

開発者インタビュー
エネルギー分野

浜通りの北のゲートウェイ、
新地で始まる

自立・分散型エネルギー地産地消のまちづくり。
国立研究開発法人国立環境研究所

事業実施場所：新地町
実用化計画開発期間

2018 年度〜 2020 年度

汎用型地域エネルギーマネジメントシステムの設計と
復興・まちづくり計画・評価システムの開発
浜通りへ展開する地域エネルギー・まちづくりのプロセスモデルを
津波で大きな被害を受けた JR 新地駅の周辺で、再開発事業が進

方創生・持続可能性の伸長を図る際、まちづくり戦略に反映され

行中です。浜通りの “ 北のゲートウェイ（玄関口）” として復興・

ます。得られた成果の事業化へ向け、ナレッジコンサルティング

まちづくりを支援しつつその知見を展開するため、私たちは汎用

の展開、ビジネスベンチャー企業体の設立を想定しています。

型の計画・評価システムを開発しています。

国立環境研究所は新地町、新地スマートエナジー（株）
、東京大学大

その骨子は「立地・資源特性を解析して、需要と供給をマッチさせ

学院新領域創成科学研究科、さらに地元の関係企業など多様なリソー

る地域エネルギー事業などを計画し」
、
「持続可能な復興、将来的なター

スと連携しています。緊密な産学官ネットワークを財産に科学知・技術

ゲットを設定、地域エネルギー事業を起点とする事業群ネットワーク

知・復興知・ローカル知を組み合わせ、未来への処方箋を提供できます。

展開のプロセスを計画」します。そのうえで「自治体・住民・企業が
参画する対話型の情報共有プラットフォームを構築」の３点を実現す
ることで、復興事業を推進する産官民コンソーシアムを形成すること
をめざします。東日本大震災で停電した経験などを踏まえて、地産地
消型、小規模自立型の分散エネルギーシステムを復興・まちづくりの
中核として活用します。新地町を先導的モデル地区と位置づけて、現
地に集積・立地する施設や事業所、住宅などへ福島ならではのサービ
スを提供する仕組みを検討、構築してその運用・検証を通じて、浜通
りへの展開を図るプロセスモデルを開発します。
プロジェクトの背景にパリ協定（2015 年 :COP21 で採択）、福
島県再生可能エネルギー推進ビジョン、第５次エネルギー基本計
画、SDGs 未来都市構想などが挙げられます。こうした大きな社
会転換の潮流は、それぞれの地域で中長期的エネルギー政策・地

国立研究開発法人 国立環境研究所 社会環境システム研究センター長
研究事業連携部門統括 福島環境創生研究プログラム総括
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藤田 壮 氏
福島県地域復興実用化開発等促進事業

ロボット分野

熱エネルギーを供給するパイプライン

熱・電力の ADR をコントロール

地 域イノベーションを広げる英知
●日本環境技研株式会社

新地町のスマートコミュニティーで実現するのは、それほど人口密
度が高くないエリアでも可能な熱・電力の効率的なマネジメントです。

安達健一氏

「新地町では、エネルギーを中心とする事業から総合的な未

来型まちづくり SDGs 未来都市や、スマートシティーへの展
開が議論されています。こうした中から、浜通りの各自治体

クラウド制御も検討します。需給アンバランスを把握し、充放電

が復興プロセスで共有できる社会イノベーションの広がりが

のリアルタイム・同期制御を行う仕組みを検討したり、需要予測

期待されます。新地町職員の皆様とはワークショップ、勉強

に基づく公共施設・交流施設・温浴施設・宿泊施設・商業施設・

会など意義深い機会を通してコミュニケーションを深め、マ

インキュベート施設・スポーツ施設・スマートアグリ（施設園芸 )・

インドを共有しています。新地スマートエナジー（株）には、

住宅と多方面の施設を複合的に制御する仕組みを検討します。ま

新地町と地元を含む民間企業・団体の 12 者が参加していま

ちづくりと連動する DR（需要制御）を含む、
わが国で初めての「地

す。それぞれが専門技術を発揮し、新地で構築した地域技術

域エネルギーまちづくり事業」の知恵と経験をいろいろな地域に

を活かせる新たな展開も見込めます」

提供することを考えています。将来的な展開は、風力発電やソー
低炭素街区の形成に伴う施設や住宅の立地誘導です。このメソッ
ドは、浜通りを南北に走る JR 常磐線に沿って、どの地区でも検

●国立環境研究所

討が可能です。

福島支部

主任研究員

平野勇二郎氏

「東日本大震災以降、エネルギーに関する研究課題は大きく

2019 年度、当該エリアにインキュベーションオフィスが開設

変化したという印象を持っています。これまでも地球温暖化

されます。当研究所は東京大学とともに拠点を置く運びで、地元

対策のために化石燃料消費削減は重要課題でしたが、近年は

との一体感が増す中、エネルギー・まちづくり分野の技術者を雇

地域分散型でエネルギーを管理することが重要課題となって

用する予定です。地域エネルギー事業が始まることを受け、企業

います。こうした中でエネルギーの需要者と供給事業者が連

や自治体から視察を受け入れるとともに、この分野で次代を担う

携して需給バランス調整を行うような新しい技術開発に携わ

専門家の教育・研修を計画しています。福島県下および、地域エ

れることは大変嬉しいことです。今後まちづくりや地域活性
化とエネルギー事業を結び付けて発展させられることを期待

コンサルティングパッケージの発信を図ります。

しています」

法人概要

国立研究開発法人

国立環境研究所

National Institute for Environmental Studies
OUTLINE

人びとが健やかに暮らせる環境をまも

理事長▶渡辺 知保

球環境問題、環境低負荷型・循環型社

立▶ 1974 年 3 月

職員数▶ 917 名
住

所▶〒 305-8506

茨城県つくば市小野川 16-2

T E L ▶ 029-850-2119
担

当▶社会環境システム研究センター
福島支部・地域環境創生研究室

U R L ▶ https://www.nies.go.jp/index.html

医療機器等分野

企業名▶国立研究開発法人 国立環境研究所
設

環境回復・放射線分野

ネルギーに強い関心を持つ国内の自治体、海外へ向け、ナレッジ

PLOFILE

農林水産業分野

地 域の活力でエネルギー事業を

ラーシステムほか再生可能エネルギー拠点との連携、あるいは、

環境・リサイクル分野

その中枢部であるエネルギーセンターと連携する、蓄電池等の

取締役

エネルギー分野

新地エネルギーセンター外観

りはぐくむために、温暖化をはじめ地
会の構築、さらに自然環境の保全・持

続的な利用など、幅広い研究テーマに
学際的かつ総合的に取り組んでいま

す。三春町に設置した福島支部で災害
環境研究プログラム、琵琶湖分室では
水環境保全を展開中です。
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プラント全景

開発者インタビュー
環境・リサイクル分野

火力発電の副産物で造る再生砕石
ネーミングは、ＯＲクリートです。
福島エコクリート株式会社

事業実施場所：南相馬市

一般財団法人石炭エネルギーセンター
実用化計画開発期間：2016 年度〜 2018 年度

石炭灰リサイクル製品 ( 再生砕石）製造技術の開発
めざせ、フライアッシュの地産地消
環境にやさしい土木資材「ＯＲクリート」が路盤材、盛土材として注

フライアッシュは消石灰・セメント・水などと混ぜられます。

目を集めています。道路を造る、海岸や河川に堤防を築く、軟弱な地

成形と養生、ブロックの破砕、そして分級へと工程が進み、ベル

盤を改良する、さらに工業団地などの区画整備にと用途は広がります。

トコンベアでストックヤードに移されて出荷の時を迎えます。安

ふるさと小高（Odaka）の復興（Revive）へ寄せた想いを込め、リ

全性と品質に関する諸情報のデータベース、フライアッシュの性

サイクル（Recycle）分野でのブレイクを願い、二つの頭文字を組み合

状に応じた製造コントロール機能、トレーサビリティー管理など

わせたネーミングを発案したのは、小高産業技術高校の生徒さんです。

をシステムに統合しました。

石炭火力発電の副産物「フライアッシュ（石炭灰）
」が、
OR クリー
トの原料です。新地・原町・広野・勿来の計４ヵ所に石炭火力発
電所が分布する福島県浜通り。合わせて 640 万 Kw という電力供
給地帯 ( 北海道は計 235 万 kw) では、年間 170 万ｔものフライ
アッシュが発生しています。それは化石燃料に由来、自然の土壌
や岩石に近い物性を帯びて粒度 0.1㎜以下と、きわめて細かいのが
特徴です。回収した後の用途はセメント製造に約７割と偏り、土木・
建築などへの利用が課題でした。
復興に向けてインフラや生活環境の整備が進む中、工事資材の
需要増に応え、フライアッシュで造るリサイクル資材を広めます。
北に約 14.5㎞の原町火力発電所から５万ｔ、南に約 33.5㎞の広野
火力発電所から 2 万ｔ、年間ベースで原料を調達します。プラン
トの起点である石炭灰サイロへの輸送では、特殊仕様のジェット
パック車が活躍します。

福島エコクリート株式会社

₁₆
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代表取締役社長

横田 季彦 氏
福島県地域復興実用化開発等促進事業

ロボット分野

OR クリート養生槽

るという方法です。チェック項目は平坦性、ひび割れ率、わだち

ふるさとに帰還して頑張る仲間たち

の掘れ量、摩耗量、そして支持力。道路会社とのジョイントを通
しても知見の蓄積、たゆまぬ品質向上は続きます。

ストックヤードから近隣エリアの現場へ向け、ＯＲクリートを
運搬するダンプカーが日常的に見られるようになりました。2018
年間 10 万ｔペースでプラントが稼働、天然砕石や再生クラシャー

●南相馬市 経済部

ランの代替品として普及を図り、コンスタントな供給で資材の品

「小高区で操業している福島エコクリート様は、石炭灰を主

薄感を解消させます。

原料として再生砕石などを製造する、石炭灰混合材料施設を

メガソーラーの基礎工にもＯＲクリートが採用されました。福

稼働させています。地元出身者の帰還に際しては多くの新規

島県からエコリサイクル認定という、お墨付を取得すると、当社
製品が公共工事へ参入する道が開けます。工場の立ち上げ期から、
地元出身者の新規雇用は 25 名に達しました。製造・品質管理・輸送・

雇用が生み出され、本市に於ける雇用創出企業としての貢献
ぶりも目覚ましいものがあります。このようにして地域へ根
ざし、存在感を増している福島エコクリート様が、今後とも

管理などの業務に 20 代の若手から上の世代まで、バランスの良

本市の経済発展と復興に寄与されるよう期待しています」

い年齢構成。愛する地元に帰還して復興に役立とうと、熱いモチ

石 炭灰リサイクル資源化で連携

工区ごと、
路盤材を違えて耐久テスト

●東北電力 原町火力発電所

「このたび南相馬市内に於いて、石炭灰の有効利用を目的と

した事業会社である福島エコクリート様が設立されました。

2019 年の春、緑地スペースに施工エリアを設け、ＯＲクリー

電力の安定供給に努める当発電所といたしましては、ここか

トに関する長期の耐久性テストを始めました。８ｍごとに工区を
設け、それぞれの現場施工をシミュレーション。たとえば上層・
下層ともにＯＲクリート、上層に路盤材・下層にＯＲクリート、

その有効利用を通しても福島の復興・発展に役立てていただ
けることが大変喜ばしく思えます。当社は、これからも地域
の皆様に寄り添い、福島への貢献を重ねてまいります」

せを変え、路面は厚さ５cm の密粒度アスコンで均一に覆い固め

法人概要

OUTLINE

福島イノベーション・コースト構想の

従業員数▶ 32 名

て路盤材や成形ブロックの製造・販売

設

立▶ 2016 年 3 月 18 日

住

所▶福島県南相馬市小高区女場字猿田
1 番地 23

T E L ▶ 0244-26-4198
当▶工場長

立野公一

U R L ▶ http://www.fukushima-ec.com/

医療機器等分野

企業名▶福島エコクリート株式会社

担

環境回復・放射線分野

上層に路盤材・下層に製鋼スラグ…というように資材の組み合わ

ら供給される石炭灰のリサイクル資源化が図られるとともに、

農林水産業分野

ベーションの仲間たちです。

PLOFILE

環境・リサイクル分野

雇 用を創るポリシーにも共鳴

年 4 月に正規品の製造がスタートして初出荷は、その３ヵ月後。

エネルギー分野

社員ミーティング

一環、石炭灰混合材料の事業化を図っ
事業を行っています。サイロ・混合装
置・成形装置・養生システム・クラッ

シャーなどを備えた工場を南相馬市に

新設。フライアッシュリサイクルの推
進役として新たな雇用の創出、復興資
材普及に努めています。

₁₇

2018年度版 浜通りの未来を拓く実用化開発プロジェクト

福島県地域復興実用化開発等促進事業

リユース電池パック

開発者インタビュー
環境・リサイクル分野

ゼロ・エミッション社会を描いて
浪江で興そう、エネルギー革命を。
フォーアールエナジー株式会社

事業実施場所：浪江町
実用化計画開発期間：2018 年度〜 2020 年度

日産リーフ使用済みリチウムイオン電池を活用した
バイパスシステム開発
世界へ開けたマザープラントの機能
日 産 の 電 気 自 動 車「 リ ー フ 」
。 そ の 国 内 外 で の 販 売 台 数 は、

ています。

2010 年の発売スタートから累計 40 万台に上ります。自動車走行

技術基盤を整え、オリジナルの評価・検証システムと連動させ

という使用環境を前提に開発されたリチウムイオンバッテリー ( 以

られる作業フローの確立が量産、多品種化へのハードルです。住

下、バッテリー ) は車体から取り出された後も、再利用できる残存

宅や公共施設のバックアップ電源、産業機械の電源、電動フォー

性能を有します。

クリフト、電気自動車 ( リーフの交換オプション ) にと、再製品化

ゼロ・エミッション車の心臓部を２次利用するビジネスモデル

されるバッテリーパッケージの用途は多彩で、モジュール構成の

が目指すのは、再生可能エネルギーを活かす多様な蓄電デバイス

最適化が進められていきます。

の普及です。バッテリーの【Recycle リサイクル⇒ Reuse リユー
ス⇒ Refabricate 再製品化⇒ Resell 再販売】という循環を創り出
す４つのＲ。エネルギー貯蔵の新たなソリューションは CO２削減、
低炭素社会への貢献です。
回収済バッテリーは日本全国から集積しマザープラント機能を
担う浪江工場へ運ばれます。ここは製造技術の考案と検証・アプ
リケーション開発、さらに電池システム製造の拠点。地元雇用の
スタッフらは、先端領域の仕事へ手応えを深めています。
バッテリーに 48 個のモジュールが収まります。モジュール１個は４
枚のセルを重ねて造るのでリーフ１台あたり、セルは計 192 枚です。
バッテリーの残存容量を測定して性能分析を行う際は「どのよ
うにすれば劣化ポイントを的確に把握できるのか？」と現場主義
を徹底させ、速やかな問題解決へ至る思考プロセスを先鋭化させ

フォーアールエナジー株式会社

₁₈
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取締役副社長

塩見 達郎 氏

福島県地域復興実用化開発等促進事業

ロボット分野

全国から回収されてきた電池パック

バイパスシステムを試してみる

保です。そうすれば技術の創出から深化、継承をスムーズに行え
るでしょう。使用済みバッテリーの回収・輸送・保管体制は、浜
通りの物流インフラ活用、地元事業者との連携強化で上手く機能

モジュールは均等には劣化せず、それらの中で残存性能のバラ
つきが生じてしまう。このような工学的な特性を理解した上で、
より高品位な製造技術と品質に結び付く理論、エビデンスを取得

させられると思います。
再エネサイクルビジョンを推進する浪江町は、蓄電池のリサイ
を指向しています。その方向性に共鳴した当社 ( 日産自動車・住

返したり、ユーザーの使用感を分析したりして、独自ノウハウの

友商事が共同出資 ) は「浪江と共に、浪江から世界へ」を合言葉に、

蓄積に努めているのです。

この地で歩み続けます。

この度の取り組みでは、個体ごと異なる残存性能を持つモジュー
ルを無駄なく、効率的に組み合わせる「バイパスシステム」の導
入を意図したのが特筆されます。使用済バッテリーの再利用領域

官 民の垣根を超え、
ともに未来へ

を可視化出来れば、どのような蓄電デバイスへの転用が望ましい
のか、商品政策や市場展開を見据えて的確な判断を下しやすくな
ります。製造プロセスで品質歩留りを向上させる事が可能になり、

●浪江町役場

「まちの復興へ向け、雇用の場の確保は重要な課題です。

より高い品質を達成する解決の糸口の一つになり得ると考えてい

フォーアールエナジー社様のように最新技術を駆使し、こ

ます。

とは、特に若者世代にとって、非常に明るい光になると思っ

企業市民として、この地に根ざす

ております。
電気自動車「リーフ」の使用済み車載用バッテリーの再利用・
再製品化は、化石燃料や原子力エネルギーからの構造転換を

より安全に、より快適に当社製品を使っていただくため、一定
の高水準の品質も確立しなければならないと強く自覚しています。
さらなるハイテク化、グローバル市場も視野に入れた量的な拡大

図っていく浪江町にとって大きな意味を持つものです。また
同社からは、浪江町が掲げるスマートコミュニティー事業へ
も御協力・御参画を得ています。

とともに、ゆるぎない信頼性を育むことも企業市民としての生命

このようにして官民の垣根を超え、互いに成長し合える関

線である、というプロ意識を全社で共有しています。

展とともに、当町としては、確かな復興を成し遂げていきた
いと心より願う次第です。」

法人概要

環境回復・放射線分野

係を育んでいく中で、フォーアールエナジー社様の益々の発

これからへの課題の一つは、業容拡大に見合うマンパワーの確

OUTLINE

リチウムイオンバッテリーシステムの開
発・製造・販売、ならびに車載用リチ

ウムイオンバッテリーの二次利用に於

ける実証と事業化に取り組んでいます。
2018 年春、浪江町の藤橋工業団地へ

の立地第１号として操業を開始した浪

江工場。国際展開も視野に入れ、日産

リーフのバッテリーを再利用・再製品化
する日本で初めての事業拠点です。

₁₉
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福島県地域復興実用化開発等促進事業

医療機器等分野

企業名▶フォーアールエナジー株式会社
設 立▶ 2010 年 9 月 14 日
従業員数▶ 22 名（本社及び浪江事業所計）
住 所▶〒 220-6220
神奈川県横浜市みなとみらい 2-3-5
クイーンズタワーＣ棟 20 Ｆ
T E L ▶ 045-263-6718
担 当▶塩見・松葉
U R L ▶ http://www.4r-energy.com/

農林水産業分野

れからの時代を築いていく先進企業に立地していただいたこ

PLOFILE

環境・リサイクル分野

クル・リユース、電気自動車の導入などゼロ・エミッション社会

してきました。さまざまな試作を重ねたり、サンプル評価を繰り

エネルギー分野

適正化についての打合せ

パネルログ工法（個人住宅）

開発者インタビュー
農林水産業分野

山との共生、スギ材の地産地消で
林業の復活ストーリーが描かれる。
株式会社芳賀沼製作 事業実施場所：田村市
合同会社良品店 有限会社たむら農建

縦ログ工法に関する技術開発と
縦ログ生産ネットワーク体制の構築

実用化計画開発期間

2016 年度〜 2018 年度

県産「スギ」材のサプライチェーン
山がちな南会津は深い森に覆われ、かつて林業が主力産業とされて

ビス打ち機・パネルソー ( いずれも特許取得済み )。2019 年４月（予

いました。しかし外材に押され、国内の原木価格は低迷を続けるように

定）
、自社パネルログ工場の稼働に際して導入するほか、専用ビスと

なっています。こうして林業が衰退し、ふるさとの景観を織り成す山の

併せて各地のパネルログ工場へ販売・技術供与を開始します。海外

荒廃が進む現状を知るほど、あらためて「木」という再生可能資源の値

展開も視野に入れ、サービス拠点は浜通りに設ける予定です。県産

打ちを見つめ直しました。建材加工や住宅建設に携わる視点で、川上か

材の値打ちを広めるサプライチェーンの一翼を、地場ハウスビルダー

ら川下へ至る産業の仕組み、復活ストーリーを描こうと誓ったのです。

が担うのも意義深いですね。

木材店として創業した芳賀沼製作は昭和 50 年代から、国内ログ
ハウスメーカーの草分け的な存在として話題と施工実績を提供し
てきました。東日本大震災の折、日本ログハウス協会加盟の県内
５社と共同で、寒冷地仕様の仮設住宅を建てています。その後は
「縦ログ構法」の研究開発と実用化、ハイスペック化を進めて耐力・
準耐火性能・省エネ性で国内の厳しい基準をクリアするなど、数々
の認定や高評価を得ています。
縦に並べた平角材をビスで締結させ、パネル状に加工したパネ
ルログを組み合わせて建てる住宅や公共施設。構造材・断熱材・
内装材にと、ふんだんに木を活かす発想は会津・中通り・浜通り
で産するスギの地産地消です。伐採されて製材工場を経た木材は、
工業製品に形を変えます。
作業の標準化、仕上がり精度の追求、高効率化を図る生産ライン
で活躍するのが、６軸または８軸モルダー、そしてオリジナル開発の

合同会社 良品店

2₀
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代表社員

渡邉 洋一 氏
福島県地域復興実用化開発等促進事業

ロボット分野

パネルログ工法による現場施工

ビス留の強度、
安全性も突き詰めた

輸 出向け・住宅キットのブレイクも

部材を工場で高精度加工するメリットは、寸法の狂いが１㎜以

●協和木材株式会社

下に抑えられること。パネルログ構法の場合、この点が優れた気

「流通に携わる視点でも、パネルログ構法は魅力的ですね。木

材の使用材積が大幅アップ。一般在来軸組構法の３～４倍を見

エネ基準、2030 年に施行の ZEH( ゼッチ／エネルギー収支ゼロ )

込めます。大径木に由来する２つ割・芯去り材の活用も図れま

基準をクリアできます。

す。このようにして木材需要が増すと、国内林業が活性化します。

無垢材が醸すシンプルで心安らぐ佇まいは、より自然に近くて

広域なサプライチェーンが形成され、安定供給の体制が整いま

健康的です。ビスの形状に応じた引き抜き強さ試験、圧縮試験に

す。３階建など多層階の木造なら CLT( 直交集成板 ) との併用も

よるビス打ち方向・強度の解析ほか、専門研究機関に依頼して科

検討の価値あり。現場でのパネル組み立て作業は簡便でスピー

学的な裏付けを追究した「ビス留方式」
。縦のラインがスタイリッ

ディー、廃材が出ない、しかも高度な専門技能を要さないので職

シュに映る「木あらわし仕上げ」は、空間を広々と感じることが

人不足解消の切り札にも…とブレイクの可能性は広がります」

できるのが特徴で一般住宅・離れなど個人物件や、集会所や公民
館など公共物件の施工例が多彩です。

森 林を、
地域を守り育てる希望の灯

可能な限りシンプルな施工パターンを考えていて、現場へ部材

● NPO 法人 みなみあいづ森林ネットワーク

完了できます。大工の高齢化、人手不足が懸念される中、パネル

「それぞれの林産地域に根ざすのがパネルログ構法の核心、

ログ製造も現場施工も、各世代の初心者が就きやすい仕事内容と

目標です。必要とされる木材の品質、流通経路の短縮、部材生

して配慮しました。
「マンパワー求む！」というノリで、明るい

産と施工の簡易性と、どの側面から見ても地場産業へ及ぼす優

ニュースを発信できそうです。

位性は明らかです。森林資源の有効利用で林業と、その関連領

集客力に富むチャネルを通し、エンドユーザーへ部材を直売す

域の社会価値がトータルで高まります。パネルログ構法は、大

るスキームも検討しています。サプライチェーンは、海外へも伸

農林水産業分野

を搬入した後はクレーン＋人力で工期を短縮、低コストで作業を

規模林業が成しえない地域林業の可能性の象徴です。立木の価

ばしていく方針です。ニッポンの、木の家をブランディングして

値を育むのは森林を、地域を守り育てる営みです。次世代に引
き継ぐ、持続可能な森林経営の救世主だと実感しています」

しい風を吹かせます。

法人概要

PLOFILE

PLOFILE

OUTLINE

OUTLINE

OUTLINE

企業名▶合同会社 良品店
創 業▶ 2015 年
従業員数▶ 3 名
住 所▶〒 967-0024
福島県南会津郡南会津町金井沢字広面 130
T E L ▶ 0241-64-5074
担 当▶渡邉洋一

木材加工技術ならびに木材加工機械の研究開発。
これらの国内外への普及を図る販売活動

企業名▶有限会社たむら農建
創 業▶ 2000 年
従業員数▶ 48 名
住 所▶〒 963-4702
福島県田村市都路町岩井沢字西光地 43
T E L ▶ 0247-75-3335
担 当▶渡辺洋子

林業に携わる地域団体や事業者のコーディネー
ト、住宅設備・建築・建設に関わる工事業

2₁
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福島県地域復興実用化開発等促進事業

医療機器等分野

PLOFILE

環境回復・放射線分野

東南アジアなどで新たなファン層を開拓したい。福島県から、新

木とともにある暮らしを謳い、自然素材の家・
ログハウスに関する研究開発・設計・施工

環境・リサイクル分野

密性の秘訣と実証されており、2020 年に義務化予定の次世代省

企業名▶株式会社 芳賀沼製作
創 業▶ 1954 年
従業員数▶ 15 名
住 所▶〒 967-0026
福島県南会津郡南会津町針生字小坂 40-1
T E L ▶ 0241-64-2221
担 当▶芳賀沼克彦
U R L ▶ http://www.haganuma.co.jp/

エネルギー分野

パネルログ生産ライン

開発者インタビュー
農林水産業分野

LTEM-SIM カメラから送信される放牧牛の定時画像

牛を診て、圃場を見て…
飯舘村を元気づけるスマート農業
国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科

事業実施場所：飯舘村

実用化計画開発期間：2017 年度〜 2018 年度

安全な農畜産物生産を支援する ICT 営農管理システムの開発

復興の農業工学こそ、協働のチカラ
忠犬ハチ公とのエピソードで知られる上野英三郎博士 (1871-

未来へ歩み出すチャンスが訪れていると考えています。

1925) は、食糧の生産基盤づくりと連関する農業工学のパイオニ

遠くの避難先に住み、村内の牛舎や圃場に通う方もいます。ICT

アです。

は、このような通勤農業のニーズに応えられます。各現場に、環

上野博士は 1905 年に東京帝国大学農科大学で耕地整理講義（農

境をモニタリングしたり、機器を制御したりするデバイスを設置

業工学）を開講し、多くの農業土木技術者を世に送り出しました。

します。これらのデータを使って、パソコンやスマホから遠隔操

その系譜を汲み、ポスト 3.11 を見据えた東京大学の有志が「エ

作を行える意思決定支援システムを開発しています。

ビデンスと実践知を携えて現地との連携を深めよう」と、意を強
くしました。“ 農業工学のできること ” の勉強会を開いたり、飯舘
村の再生を目指す住民やＮＰＯとの関係を深めたりして放射性物
質の調査や独自に考案した除染方法の試行、学生も交えたワーク
ショップ、農業者との対話などを重ねてきました。
2011 年６月から 200 回以上、私は現地へ通い込んでいます。
2017 年 3 月 5 日には、念願だった、村と本研究科との間で連携協定
が結ばれました。私自身は農畜産業の復興を支援し、サステナブルな
地域を目指して息の長い活動に努めています。学生を現場に連れて行
くことで、自分事として現場での見聞を広める機会を作っています。
2 年前に１行政区を除いて避難指示が解除されたものの、飯舘村
の帰還率は１割ほどで高齢者が大半です。しかし、この先、生業
で頑張っていこうと意志を固めた農家の方々がいます。これを私
は村を元に戻すのではなく、直面している課題をバネに、明るい
東京大学
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大学院農学生命科学研究科
教授

農学国際専攻

溝口 勝 氏

福島県地域復興実用化開発等促進事業

ロボット分野

学生の ICT 営農現場見学ツアー

つなぐ・つながる農村計画を究めよう

自 然との絆を、問い直す契機に
●稲作を含む山のこだわり農家

電 源 を 得 ら れ な け れ ば 太 陽 光 パ ネ ル、WiFi が 使 え な い な ら

（NPO 法人 ふくしま再生の会 副理事長） 菅野宗夫氏

LTE-SIM。デバイスを設置する現場のインフラ状況、あるいは地

がらにして遠くのリアルタイム情報を得られるので助かりま

しています。

す。ICT を活かす栽培管理で作業効率が上がり、農業に付き

可搬型「HALKA( 遥 )」は、測定値をクラウドサーバへ自動的

もののキツイ、辛いというイメージを払拭できると嬉しいで

にアップロードし、データをスマホで確認し、データ送信間隔を

すね。牛の体温を検知して健康管理に役立てるのも、妙案だ

ユーザ自身で設定できる FMS( フィールドモニタリングシステム )

と思います。見た目では分かりづらいものを視える化できる

機器です。温度・湿度・気圧・水位・土壌水分などのセンサーに

ICT が、人と人とのつながり、地域コミュニティーにも良い

接続できて、しかも世界各地のユーザーを想定して製造されてい

変化をもたらしそうです。自然との絆を育み、その自然と共

ます。ここ 10 年ほど、溝口研究室が主題に掲げている FMS の基

存して生きることの大切さを、農業を通して飯舘村から全国

盤技術は、飯舘村への導入を契機に、復興の支援ツールという色

へ発信していきます」

彩を強めています。

AI 技術で個体を識別して、体調管理・衛生管理に役立つシステム

牛 の気持ちも分かる ICT が好い
●和牛繁殖農家

を運用したいと思います。

山田豊氏

「より良い環境で過ごしてもらおうと、牛の体温センサー、ア

花卉や野菜のハウス園芸では生育監視カメラや土壌水分・温度

ンモニア臭センサーなどを試験導入してもらっています。現場

モニタリングなど FMS 機器が有効です。農作物をイノシシやサ

に関われるマンパワーが少なくても、ICT による省力化・キメ

ルの獣害から守る電柵システムは、雑草が触れて大事な時に作動

農林水産業分野

松塚地区から、牛カメラで捉えた動画が届きます。エサを食べ
る様子や牛舎でくつろぐ姿などの行動も分かります。将来的には、

細かな肥育管理の方法は、国産のハイクオリティーを実現する

しないケースを防止するために、電圧の低下を検知して送信する

のに有効です。いまは、耳に付けたタグで個体を識別していま

機能の実装がポイントです。モノ・コト・ヒトを有機的に結び付

ライブカメラ映像から牛糞の硬さを検知して、健康状態をチェッ

能性を引き出す農村計画の切り札となるでしょう。

クする…。そんな可能性も、溝口先生と話し合っています」

法人概要

環境回復・放射線分野

すが、ICT で牛顔認証システムの開発も期待できそうですね。

ける高速通信のインフラが整うと、ICT も IoT も、いろいろな可

OUTLINE

東京大学

大学院農学生命科学研究科

フィールドを対象に展開される総合性
の学問、それが農学。さまざまな課題

開発主体▶農学国際専攻 国際情報農学研究室

を国際的視野で捉え、システム工学的

開発体制▶溝口勝教授 ( 統括 ) ほかシステム開発、

に据えます。ICT を用いる土壌と農地の

（溝口研究室）

システム設置、測定・分析の３チーム

所▶〒 113-8657

東京都文京区弥生 1-1-1

T E L ▶ 03-5841-1606

U R L ▶ http://www.iai.ga.a.u-tokyo.ac.jp/mizo/mizolab.html

医療機器等分野

法人名▶国立大学法人

住

環境・リサイクル分野

「スマート水田サービス、ライブカメラを通し、自宅で居な

理的な制約に応じてセンサー・通信・制御の基本ユニットを構成

PLOFILE

エネルギー分野

気象観測用フィールドモニタリング機器

な発想で土壌・水に関する探究を基軸

モニタリングシステム構築は、土壌物
理学の知見を活かす好例です。国内外

の現場とリアルタイムに連携し、食糧
生産へ貢献を重ねています。

写真提供：東京大学大学院農学生命科学研究科
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福島県地域復興実用化開発等促進事業

フレッシュ野菜のイメージ

開発者インタビュー
農林水産業分野

広告と PR のプロ集団が仕掛ける
アグリ活性・食材加工アラカルト。
株式会社トレードマーク

事業実施場所：南相馬市
実用化計画開発期間

2018 年度〜 2020 年度

加水分解技術による農林水産物の加工・研究及び
6 次産業化商品開発
売れる味わい、機能をプロデュース
食の分野に特化して情報や思いを、つなぐ、広めるワクワク感

すでに 100 パターンほど、サンプルを作成しました。
「何が売

を覚えます。トレーサビリティーも対象に、安心・安全を巡る信

れ筋になり得るか」と検討を重ね、消費者の視点にも立って購買

頼性を科学的な手法で高めた上で、より多くの皆様から「食べて

動機を喚起できるようなマーチャンダイジングを深耕させます。

みたい」とか「おいしい」とか声が寄せられる。そんな６次化商

その際、出口となるマーケットを医療・介護の分野と想定すれば、

品のプロデュースを手掛けています。原材料として活かすのは、

健康づくり・未病への対策というキーワードからヒントを得て、

南相馬市等で獲れる農林水産物です。

味や規格に反映させられます。

プロジェクトを象徴する基盤的なファクターとして、食品製造でフ
ル活用を図るのが加水分解技術です。とりわけ超発酵加速を可能とす
る装置の実用化を目指し、スペック検討ほか研究開発を進めています。
その稼働シミュレーションは、野菜・肉・魚などの食材と水と
を混ぜ合わせる撹拌という工程で始まります。このようにして流
動化した状態に加熱・加圧を施し、発酵の加速化とともに無菌化
プロセスを促します。次いで遠心分離機を用い、商品づくりに必
要と判断された特定の成分を抽出するとともに、要らない成分は
除去します。たとえば青魚ならＤＨＡ・アミノ酸・タンパク質を
優先して商品コンセプトや製法を立案、そこに生産から供給を結
ぶシステム、販売促進プランが連動していくイメージです。さら
に水溶性プロテイン、野菜の栄養素を凝縮した粉末状サプリメン
ト、米ぬか成分を活かすコスメティック用品などなど多様な製品
づくりの心臓部、それが加水分解

超発酵加速装置なのです。

株式会社トレードマーク

2₄
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代表取締役社長

玖島 裕 氏
福島県地域復興実用化開発等促進事業

ロボット分野

お米ドリンクの商品化実験

その土地のストーリーを紡ぐ食材

EC プラットフォームには商品ごとの規格・価格・在庫数・賞味期限・
JAN コードなどが一覧的に集められます。データベースに収めたコン

私たち tRADEMARK は、広告クリエイティブの第一線で培っ

テンツ情報を取得・転用して商品ページを自動で作成…このように便

てきたノウハウを持っています。さまざまなソフトパワーを全社

利な機能も、ユーザビリティー拡充の一環として付加する構想です。
セキュリティー強化と併せ、サーバ・ストレージに掛かる負荷

能性を引き出すことにモチベーションが湧いてくるのです。人材

とコストを削減するため、EC プラットフォーム管理に、ブロック

やメディアとのネットワークを介して良質な情報、協働してくれ

チェーンを採用します。データが改竄されたり、在庫・注文が二

る仲間たちも得られるでしょう。

重に計上されたりするのを防ぎ、トレーサビリティーへの信頼を

アンテナは鋭敏に、まずは復興途上ゆえのリアル課題を自治体

高めるアイデアです。ふるさと納税への対応、仮想通貨が導入さ

や生産者と共有してみる。その心がけが、すべての始まりだと実

れる状況も視野に入れながら見やすく使いやすく、購買意欲を喚

感しています。

起するシステムを目指しています。

原材料に由来する情報、食べ物づくりで織り成されるストー

一つの現場を足掛かりに、加水分解・超発酵加速装置とともに

リー、オリジナルな商品価値、さらに売り出し方のイメージ・実

普及を図っていこうと思います。これらの活用の道が開け、浜通

施プランは「デザインツールシステム」と位置づけたデータベー

りへ導入事例が広がるよう願っています。ハイスペック機器、画

スに統合します。生業に寄せる農家さんの思い、仕事ぶりもフォ

期的なプラットフォームが受け入れられ、商品がヒットするかと

ローしておきたいものです。

思うと、楽しみが増えます。

●南相馬市 経済部 商工労政課

方向性が固まると、テキスト作成・撮影・編集・デザインなど多様

「市内に工場、そして事業所を設置するなど、この地域に根

なクリエイティブワークが発生します。ロゴタイプ・ラベル・パッケー

ざした活動を展開している御社の取り組みに期待を寄せてい

ジ・パンフレットのようなグラフィックツール、さらに動画コンテンツ

ます。今後、最先端技術（加水分解）を活かして日本酒など

をプロのクリエイターが手掛けて電子化。情報発信や販売促進に提供

が製品化され、それらの産品で本市を来訪する皆様をオモテ
ナシできる日を心待ちにしております」

ザイン工程のクラウドソーシング化で、ワンストップ体制が整います。

法人概要

OUTLINE

企業名▶株式会社トレードマーク
立▶ 1999 年 11 月 1 日

売上高▶ 12 億 3,222 万円

所▶〒 105-0001 東京都港区虎ノ門 5-11-1
オランダヒルズ森タワー RoP 1108

T E L ▶ 03-3431-1800
担

当▶総合プロデューサー

U R L ▶ http://tmark.jp

ン戦略、ヒットＣＭ・広告を手掛け

たプロデューサーが立ち上げました。

従業員数▶ 20 名
住

大手広告会社で数々のプロモーショ

沖村 智

人と人とのコミュニケーションが生ま

れるところプロデュースの可能性あ

り。南相馬市での取り組みは、地域

事業部と広告事業部がブランディン

グ・プロモーションの観点で目的意

識を共有しながら取り組んでいます。

2₅
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医療機器等分野

設

環境回復・放射線分野

できるスキームを組み込んだのも、6 次化支援の特長です。また、デ

PLOFILE

農林水産業分野

オ モテナシ産品の誕生を心待ちに

DB は、EC プラットフォームと連動

環境・リサイクル分野

一丸で発揮、南相馬市での地域プロデュースを通して明日への可

エネルギー分野

遠心分離機による分離実験

人体ファントムを用いての X 線撮影試験

開発者インタビュー
医療機器等分野

いわき発祥・Ｘ線撮影デバイスも
これからの医療を創るチカラです。
ピュアロンジャパン株式会社
つくばテクノロジー株式会社

事業実施場所：いわき市
実用化計画開発期間

2017 年度〜 2019 年度

在宅医療・救急医療における医療用冷陰極Ｘ線管および
携帯型冷陰極 X 線源の開発
持ち運びやすく、速やかに読影も
いわき市内郷に設けられた通称「エコラボ」
。私たちメディカル事業

安全性・信頼性の証として第三者認証機関の審査・認証を受ける

部が拠点とする環境・開発中央研究所にスタッフが集い、医療用の冷

ことが、マーケット拡大に向けて必須なステップです。

陰極Ｘ線管（以下、
Ｘ線管）に関する研究開発と製造が行われています。

Ｘ線管は、電子源を予熱せずに使えます。乾電池を電源に、す

その用途は在宅医療・救急医療をはじめ、さまざまな災害時の

みやかなＸ線撮影が可能です。簡単に持ち運べて、その場で読影

緊急的な使用を想定しています。山間の過疎地、あるいは離島で

して患部や病状を診たり、早期発見・早期治療に役立てたりでき

の活用も見込めます。いわき発祥の先進デバイスには、さまざま

るのは画期的です。

な現場で対応の幅が広がり、良質なケアへ結び付く一助に、とい
う願いが込められます。
1980 年代後半、当社は半導体製造装置に用いる流体制御機器と
いうジャンルで頭角を現しました。その後は産学官共同で基礎研
究、シーズ発掘に努めるなど、たゆまず先進性・希少性・実用性
を究める気風が息づいています。非破壊検査装置の範疇に属する
産業用・Ｘ線照射装置の冷陰極Ｘ線管について、中国ほか海外で
の需要増に備え、すでに震災前からスペック検討に着手していま
した。いち早く培ったベーシック技術が、医療分野へ特化しなが
ら応用されることになります。こうした経緯を踏まえ、実用化へ
向けた知見・ノウハウの蓄積が図られてきました。
2014 年 10 月、当社は医療機器製造業許可証を取得しています。
翌年７月には医療機器の品質マネジメントシステム「ISO13485：
2003」認証も得られました。さらに、薬機法に基づく医療機器の

株式会社ピュアロンジャパン
メディカル事業部 リーダー

株式会社ピュアロンジャパン
取締役 メディカル事業部 マネージャー

田口 廣治 氏

大井 貴史 氏

2₆
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ロボット分野

冷陰極 X 線管の出力特性試験

省電力でも、クリアな画像

実用化のステージが近づいてきます。患者様の命を救う、ＱＯＬ
を高める、という観点で活用していただけるのは、まさに技術者
冥利に尽きると言えるでしょう。

X 線管の内部には、カーボンナノ構造体で形成される冷陰極電子

こうした一方、モバイルＣＴ機器などの開発ベンチャーで、タ

CVD（化学蒸着 ) 成膜方法という製法で造られます（特許取得済 )。

イのピクサテック（本社：バンコク）との合弁事業が動き出しま

拡大画像で視ると、カーボンナノ構造体冷陰極電子源は、やわ

した。小型化したＸ線管を同社の製品に組み込むなど、双方の得

らかに広がる草原を思わせる形状です。先端が尖がって見える針

意技術を融合させて市場に投入、病院などへ納入してユーザー層

葉樹型と比べると、カーボン炭素が高密度で分布しているのが分

を広げていく構想です。ふくしま医療機器開発センター、日本貿易

かります。

振興機構など関係機関から厚いビジネスサポート、実践的なアドバイ
スを受けることができました。

エックス線撮影を要する時、この部分を予熱せず電界放出によ
り、X 線が瞬時にパルス照射されます。熱陰極電子源より小さな

トレーサビリティーの観点で、Ｘ線管とＸ線源の開発～製造は

X 線照射量でも、高感度・高解像度でクリアな画像データを得ら

浜通りで完結させるのが良いと思います。金属材料加工ほか、関

れます。電源オフだと X 線が出ず、医療機器として管理しやすい

連分野の協業で経済効果が生まれます。成長性に富むジャンルに

のもメリットです。

就く人材および技能の集積・継承も図っていきたいものです。Ｕ
ターン組を含むＸ線技術者らの採用が進み、新しい顔ぶれを迎え
て現場は活気づいています。

グ ローバルな技術展開にも注目です

カーボンナノ構造体および X 線管の製造技術・プロセスは、ま
だ進化の過程です。X 線発生装置の開発、筐体の組み立て、クリー

●いわき市

ンルームでのロウ付け作業、オイルタンクを利用する評価試験な

担当者

「半導体分野で培われてきた高い技術力を活かし、参入障壁

ど各項について、チェック内容がフィードバックされます。コス

の高い医療機器分野へ進出するとともに、タイの企業との合

トダウン、歩留まり向上も課題です。基幹設備の一つ CVD 成膜

弁により国際的なマーケットも視野に入れ、ビジネス展開を

装置は３台、導入されています。

図られていることに心から敬意を表します。今後も研究開発

福島県内の医療機関の協力で、医療用Ｘ線源の試作機について

業者のモデルとなることを期待しております」

床に携わる医師、コメディカルの評価とニーズを反映する形で、

法人概要

PLOFILE

OUTLINE

半導体製造ライン用に、セラミッ

企業名▶つくばテクノロジー株式会社

計測・制御、ソフトウェアを事業領

従業員数▶ 80 名

れていた先進ノウハウへの挑戦か

従業員数▶ 20 名

の技術移転ベンチャーです。産業技

立▶ 1985 年 8 月 28 日

住

所▶〒 970-1144

福島県いわき市好間工業団地 1-37

T E L ▶ 0246-36-9835
担

当▶メディカル事業部

TEL.0246-27-0210

U R L ▶ http://pureron.co.jp

クガスフィルターを。タブー視さ

ら PURERON の 歴 史 は 始 ま り ま
した。「流るる水は腐らず」とい

設

立▶ 2005 年 7 月１日

住

所▶〒 305-0047

茨城県つくば市千現 1-14-11

う諺に学び、たゆまぬ革新と創造

T E L ▶ 029-852-7777

医療機器・工作機械・精密機器な

U R L ▶ https://www.tsukubatech.

を求めています。流体制御機器・

担

ど幅広いジャンルに携わり、もの

当▶営業部

齊藤

co.jp/huishe.php.html

づくり新時代を指向します。

域とする当社は産業技術総合研究所
術総合研究所で研究開発を積み重ね

てきた独自技術である「レーザ超音
波可視化装置」や「小型冷陰極エッ
クス線装置」など日本オリジナルの

非破壊検査装置を、つくばから世界
へ普及させるべく事業を展開してい
ます。
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福島県地域復興実用化開発等促進事業

医療機器等分野

OUTLINE

企業名▶株式会社ピュアロンジャパン

環境回復・放射線分野

の継続と深化に努め、グローバルな成功事例として、他の事

実証テスト・データ取得を計画しています。それぞれの地域で臨

設

農林水産業分野

試作機から、
臨床での実用モデルへ

PLOFILE

環境・リサイクル分野

源が搭載されます。それは当社がオリジナルに開発した、プラズマ

エネルギー分野

電子発生源（エミッター）の電気特性試験

ミツフジのウェアラブル IoT サービス ”hamon®”

開発者インタビュー
医療機器等分野

ウェアラブル IoT と健康町づくり。

川俣町と作り上げる最先端の自治体経営モデル
ミツフジ株式会社

事業計画実施場所：川俣町
実用計画開発期間

2018 年度〜 2020 年度

毎日着用可能なウェア型 IoT 機器および
オンライン診療システムによる健康モニタリングサービスの開発
日常生活の中での早期発見、医療機関とのオンライン診療
ゼロ歳児から高齢者まで川俣町の住民の一人ひとりが、いきいきと

毎日着用することで得られる生体情報は、心電、心拍、ストレス、

健やかに暮らしていけるように、町役場との協働で生体情報のモニタ

また活動量などで、シャツに取り付けられたトランスミッターを経由し

リングサービスの開発に取り組んでいます。
「川俣町健康で安心・安全

スマートフォン、クラウドにデータが送られ、蓄積されます。

なまちづくりプロジェクト」と銘打ったプロジェクトへの思いは、住民

データを毎日取得するだけでなく、その日の状態をみて異常を検知

の一人ひとりが毎日を健康に送っているかを自らチェックし、ご自身の

し、
「知らせる」ことが重要であるため、AI 技術を用いて一人ひとりの

健康管理意識を高めるための仕組みを提供すること、そしてこの取り

心電データをモデル化し、モデルとの差分を常時検知するシステムを

組み自体をモデル化することです。超高齢化問題など日本の社会課題

開発します。また、
異常を検知した場合に、
医療機関等に迅速に通知し、

が凝縮している川俣町で実現することにより、この川俣町モデルが復

早期にアクションを起こすためのオンライン診療の仕組みも開発しま

興・再生のシンボルとして県内はもちろん、国内外に広がることを願っ

す。これらの新たな仕組みが有機的に連結し、毎日確実に運用するこ

ています。川俣町の住民とともに展開する実証事業により、仕組みの

とがこのプロジェクトでの最大のポイントとなります。

課題を発見・解決し、新たなアイデアを生み出すことで、結果として、
健康寿命の延び、医療費の削減、コミュニティーの活性化という川俣
町の目標達成検証ができるものと確信しています。
自ら手を挙げて協力いただいた 57 名の住民を対象にシャツ型ウェ
アラブル端末を 3 週間連続して着用していただきました。生体情報を
高精度で取得できる電極付シャツは、電極がからだに密着し、ずれに
よるノイズ発生を抑えるように調整・カスタマイズされます。電極部
分として編み込まれた銀メッキ糸 AGposs® は、ナイロン糸に表面加
工を施した銀メッキ導電繊維で、導電性だけでなく洗濯耐久性にも優
れているため一般の洗濯も可能で、長期間の利用に適しています。
ミツフジ株式会社
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執行役員

医療プロジェクト室

室長

小副川 博通 氏
福島県地域復興実用化開発等促進事業

ロボット分野

hamon® の繊細な調整を可能にする装置

銀メッキの糸を編み込む福島工場の技術

信頼の証、医療システムとしてのクオリティーの追求

西陣織の工場として創業した当社は、導電性を有する銀メッキ繊

ミツフジが手掛ける心電用電極付シャツは、医療機器としての

維を利用したウェアラブル IoT シャツの開発にもその DNA が生か

安全性・信頼性に裏打ちされています。福島工場は昨年 12 月に
医療機器製造所として登録され、ホールガーメント製のウェアを
「医療用シャツ型心電用電極」として PMDA（医療品医療機器総

切な場所に電極として編み込まれ、伸縮性の高い電極付シャツが

合機構）に製品の届出を行いました。これらの公的認証に加え、

生まれます。シャツに装着するトランスミッターを経由して取得し

福島県の様々な医療機関等との連携を深め、医師視点でのデータ

たデータはスマートフォンに送られ、ご自身がデータを毎日確認し、

利用とモニタリング技術を研究し、毎日の実運用に耐えうる仕組

健康管理をするスマートフォン・アプリ、また、利用している住民

みとシステムを開発します。

全体をモニタリングするサーバーアプリは、すべて自社で設計・開

今後、住民によるデータ取得と蓄積が進むと、数万人規模での

発しています。当社で提供できるワンストップソリューションでの

生体情報をデータベース化することができ、将来の医学研究、ス

開発体制は、ウェアラブル IoT の市場にスピード感をもって対応し、

ポーツ科学・コンディショニング、医薬品・ヘルスケア、食品・

利用者のニーズに応えていけるものと自負しています。

飲料などあらゆる分野での活用の道が開けてくるものと信じてい

昨年 9 月に竣工した福島工場は、オープンイノベーションを掲

生 きるチカラに通じる、見守り

に位置しています。研究棟と工場棟にわかれており、多くの研究
機関やベンチャー企業などと一緒に研究開発し、工場棟でシャツ

●川俣町長

を試作し、工場の敷地内に設置したランニングトラックで走行実

佐藤 金正氏

「ミツフジ株式会社の革新的な技術は、少子高齢化対策や見

験をして、データ精度を高めていく、という理想的な研究開発環

守り体制の充実など町民の健康づくりの観点で大変期待され

境を有しています。工場棟の中心に設置されているホールガーメ

ます。今後とも町民の皆様のご協力のもと、ミツフジととも

ント機は、年に数万着規模の生産に対応できますが、今後の展開
によっては、機械の増設や人員の増加も求められることになり、

に「予防」
「予知」
「通知」を可能にするサービスの実用化を
目指し取り組んで参ります。」

ニティースペースとして広く川俣町の住民の方々が気軽に工場見
学に訪れたり、技術者らと交流したりする場を想定しています。

法人概要

環境回復・放射線分野

工場近隣の人材確保が喫緊の課題です。今後地域に開かれたコミュ

PLOFILE

農林水産業分野

ます。

げ、地域の皆様にも開かれた工場として、川俣町の西部工業団地

環境・リサイクル分野

されています。福島工場に導入したホールガーメント機
（横編み機）
と CAD システムにより、センサーに相当する銀繊維はシャツの適

エネルギー分野

hamon® の技術を支えるホールガーメント ®

（ホールガーメントは株式会社島精機製作所の登録商標です）

OUTLINE

福島工場

「生体情報で人間の未知を編みとく」

設

立▶ 1979 年 3 月 30 日

を企業理念に掲げ、繊維からクラウド

住

所▶〒 960-1406

ル IoT 企業です。伝統に培われた西陣

従業員数▶ 48 名（2019 年 3 月現在）
福島県伊達郡川俣町鶴沢雁ヶ作 91

T E L ▶ 024-563-1966

U R L ▶ https://www.mitsufuji.co.jp

をワンストップで提供するウェアラブ

織の工場に始まり、最先端領域へと事
業を展開。福島工場の新設を機に、銀

メッキ導電性繊維 AGposs® と着衣型

デバイス hamon® の研究開発・製造
体制が拡充されました。
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医療機器等分野

企業名▶ミツフジ株式会社

2016年度開始

01

株式会社ＩＨＩ
災害救援物資をピストン輸送できる無人航空機（ＵＡＶ）を開発しています。

ロボット分野

ＵＡＶは、エンジン駆動とすることで、長時間の航行、輸送能力の向上を実現、これに加えてダクテッド・ファ

ンを採用することで、近接性を確保するといったこれまでにない特徴を持っています。また、これに搭載する物
資保持機構を、自動化設備を得意とする協栄精機（南相馬市）と開発しています。
実施期間：2016 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市

災害救援物資輸送ダクテッド・ファンＵＡＶの実用化開発

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

災害時には被災地に救援物資・備蓄物資が集

従来の UAV は、
「航続時間が短い」、
「ペイロード重量が小さい」、
「近

積されますが、道路の寸断や、人員不足等の影

接性が悪い」といった課題があります。これらの課題を解決するために、

響により、孤立した場所にいる被災者に救援物

IHI では、「エンジン駆動のダクテッド・ファン付き UAV」を開発して

資が届けられないことがあります。これらを

います。ダクテッド・ファンとは、航空エンジンのように、ファンを

解決するために、IHI では、物資を輸送できる

ダクトの内側で回転させて効率的に推進力を得る装置のことです。こ

UAV を開発しています。

れを取り付けた UAV に、「遠隔操作による物資保持機構」を搭載する
ことで、人手をかけずに孤立した場所にいる被災者に救援物資を届け
ることが可能となります。
「ＵＡＶの絵」、「運用イメージの絵」

研究（実用化）開発の目標
2018 年度は、2017 年度までの成果等を踏
まえて、設計改善活動を行い、これを反映した
改良機を試作、屋内での物資輸送試験を実施し
て、所要の機能を有することを確認します。
なお、将来的には重量 10kg 程度の物資を
5km 圏内の場所へピストン輸送することを目
標としています。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
実用化開発を通じて、協栄精機をはじ

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
UAV および物資保持機構の改良機を

めとして地元の企業の方には、実証試験

試作し、目標とする機能・性能を各種試

器等の組立と整備、実験のデータ計測と

合わせて、屋内での物資輸送試験を実施

を実施するための、機体・エンジン・機
解析の支援をいただきたいと考えており
ます。

また、事業化に向けた体制等を構築の

うえ、浜通り地域において機体等の組立
と整備、オペレータ教習などを行うこと
を見込んでいます。

験により確認したうえで、これらを組み
しました。

2L の水入りペットボトルが 6 本入っ

た段ボールや毛布の入った段ボールを搭

載して、離陸・飛行、着陸して物資をリ
リースできることを確認しました。

㈱ IHI 新事業推進部 および ㈲協栄精機の開発担当者

新たな飛行ロボットの実用化開発・事業化を通

じて、浜通り地域の産業復興等に貢献していきた
いと考えています。
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2016年度開始

ロボット分野

アルパイン株式会社
自動運転を支援するための以下の 4 つの要素技術開発を行いました。
①自動運転向けコックピットシステムの開発
⇒電子ミラーユニットの開発

⇒客先へのデモ用コンセプトコックピットの開発

⇒車室内の音声会話支援装置 (In Car Communication) の開発

ロボット分野

02

②自動運転中のドライバー監視装置 (Driver Monitoring System) の開発

実施期間：2016 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市

現状・背景

エネルギー分野

自動運転車（ロボットカー）向けシステム開発

研究（実用化）開発のポイント・先進性
コックピットシステムの優位性

で活発に進められており、アルパインとしても自

⇒今後アルプスアルパインとして客先へ提案することで、各種ス

動運転支援システムを今後の新規事業の柱にし

イッチや静電タッチパネルを組み合わせた HMI(Human Machine

たいと考えています。浜通り地域においても過疎

Interface) において他社よりも短納期・低価格にて提供できると

や運転手不足により、自動運転のニーズは高まっ

いう優位性があります。

ており、いわき市に拠点を置くアルパインで自動

また、OEM 製品から市販製品まで幅広いマーケットへの流通網を

運転支援技術の開発・実証実験を実施すること

要し、要素技術開発を行える組織体制を持つことも強みと捉えて

で地域課題解決に貢献できると考えています。

います。

環境・リサイクル分野

自動運転の実用化開発が、各自動車メーカー

研究（実用化）開発の目標
ラーや DMS のような、コックピット要素技術
や車室内センシング技術開発においての受注を
目標としています。
2nd ステップとしては、2022 年以降に衝突回
避機能等の車外センシング技術も含めてトータル
コックピットシステムとしての受注を目指します。

将来の車室内環境としてクラスターメーター
/ 電子ミラー / 静電タッチパネルを組み合わ
せたコンセプトコックピットを開発

ドアモジュール用のセンサーも搭載し、アル
プスアルパインとして提案力強化をアピール

農林水産業分野

1st ステップとして、2020 年以降に電子ミ

雇用としては毎年 20 名程度増員を検討して

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
自動運転向けの支援システムを各自動

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
自動運転向けコックピットシステムの

車メーカーへ提案・販売し、５年後の自

中では、電子ミラーの開発が主要客先の

企業になることを目指し、福島復興の一

を得ており、量産開発に向けて具体的な

動車関連部品生産のシェアで世界有数の

品を浜通り地域で生産することによる地

域貢献および同ユニットの異分野（廃炉

など）への適用展開を検討していきます。

自動車メーカーより技術的にも高い評価

を顧客に持ち、現在ビジネスを行っ
ています。様々な顧客とのビジネ

引き合いが開始されています。また、デ

アルパイン株式会社
林 修平

コンシューマーエレクトロニクスショー

の情報を活かし、今後も世界に誇れる自動運転の

の顧客に浜通り地域にあるアルパインの

計し、ロボット関連の地域貢献・人材育成を行い

モ用コックピットシステムは世界最大の
である CES への展示を通じて、世界中
技術力をアピールすることができまし

た。顧客からもアルパインのコンセプト
であるシームレスカーライフが高い評価

を受け、顧客との技術ワークショップに

スを通じ、モビリティ業界の最先
端の情報が入手可能です。これら

要素技術・製品を浜通り地域にて研究・開発・設

ます。本補助事業を通じて得た研究成果をもとに、
浜通りの復興のシンボルとなれるように企業努力
を続けていきます。

もつながっています。
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助とします。また、同技術を使用した製

アルパインは浜通り地域にあり

ながら、全世界の主要カーメーカー

環境回復・放射線分野

おり、浜通り地域の雇用促進に寄与できます。

2016年度開始

03

アルパイン株式会社
インフラ点検等の商用活動への適用を目的とした、マルチコプター UAV(Unmaned aerial vehicle) 自動航行シス

ロボット分野

テムの開発。

構造物を含む 3 次元地図を利用した、自動フライトプラン生成や、被検査物の自動飛行・撮影、また無線で地

上での飛行管理により、誰でも安全な点検を行える UAV システム ( 以下 UAS) を開発しています。
実施期間：2016 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市

マルチコプター型 UAV 自動航行システムの開発

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

送電インフラなどの点検ニーズに対し、従来
の UAS による点検においては、安全等への配

UAS の自動・自律航行の実現により、無視界、遠距離でも、安全な
点検を行うことができます。

慮から、有視界による遠隔手動操作が基本で、
精密な飛行・作業には限界があり、また飛行・
作業を行うためには、限られた熟練操縦者が必
要になることから、誰でも安全に点検を容易に

①構造物を含む 3 次元地図を利用した、自動フライトプラン生成
構造物を地図上で管理を行い、被検査物を指定すれば、自動でフラ
イトプランを生成します。

行うことのできる UAS が望まれています。
②被検査物の自動飛行・撮影
機体に搭載したセンサー機器及びプログラムにより、被検査物を検
出、距離・方向を認知し、機体位置、及びカメラ方向の制御を行うことで、

研究（実用化）開発の目標
インフラ自動点検システムとして 2019 年中
の実用化・事業化を予定しています。
最初の点検対象として、需要の多い送電イン
フラ設備（電線）点検機器・サービス事業を実
用化し、2020 年までに、４億円程度の事業規
模を目指しています。また並行して点検対象を

高解像度で撮影を行うことができます。
③地上からの飛行管理
機体との無線通信により、計器・工程の確認、飛行時間・距離の管理、
撮影画像の確認を行うと共に、フェールセーフのための緊急動作指示
などが可能です。

風力発電などに拡大することで、事業の横展開
を目指します。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
本活動は、福島ロボットテスト

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
これまでに送電インフラ点検業務に適用し

フィールドの活用や、福島県で推

た、電線の自動撮影を行う機体システムおよ

への展開などが考えられ、福島県

■被検査物の検出を行い撮影する機器および

進する風力発電における点検事業
の目指す、ロボット産業や、風力

び以下ソフトウェアを開発しました。

を生成する地図アプリケーションソフトウェア

からの組み込み製品の根幹となるものですが、そ

トウェア

は困難です。少量多品種のカスタム部品作成、ソ

これらを目的としたインフラ自

■地上で自動飛行遠隔管理を行う地上局ソフ

および販売を、浜通り地区で実施

本ソフトウェアを搭載した商品開発を実施

することで、雇用創出を行うと共
に、浜通り地区の活性化に貢献で
きると考えています。

化してみようと思う技術者達の情
アルパイン株式会社
青柳茂夫

■構造物を含む 3 次元地図上で、
フライトプラン

動点検システム機器の開発・製造、

題は残っていますが、まずは実用

ソフトウェア

発電関連産業の一端を担える可能
性があります。

UAS の開発・運用は、徐々に実

用化の目処が立ってきました。課

しており、予定通り 2019 年度に実業務に適
用し実用化される見込みです。

今後は継続的に機能の高度化を行うと共に、

他インフラ点検への適用を予定しています。

熱が、実用化への扉を開き始めた
ところです。ロボット技術はこれ

の技術範囲は広く、一社で全てを賄っていくこと
フトウェアの開発とテスト、さらに過酷な運用現
場でのフィールドテストと信頼性評価など、さま
ざまな技術を必要としています。ロボット技術の
発展による浜通り地域の復興に向けて、是非、ご
協力をお願いいたします。
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ロボット分野

イームズロボティクス㍿、 ワインデング福島
私たちはドローンを含めたすべての製品とソリューション提案によって「人間には危険な仕事」「人間に負担が

重い仕事」「多くの人間、時間を必要とする仕事」を、ロボティクス技術に置き換えていきます。

これからの日本は過疎化、高齢化が社会的に深刻な問題となっていきます。輝かしい未来を創成するため、社

ロボット分野

04

会が必要とする高度な道具を提供するソーシャル・ロボティクス企業を目指します。
実施期間：2016 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市、浪江町

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性
最近、ドローンによる鳥害獣の生息調査が各地で行われていますが、

射性物質が拡散し、浜通りでは原子炉から 20㎞

野生のイノシシに直接ドローンを飛行させ、追払いを確認したのは当

～ 30㎞の住民約 10 万人が避難を余儀なくされ

社だけです。50 回以上になるその様子は動画にして YouTube に公開

ました。無人の街には野生のイノシシが増加、人

しています。特に大音響を流したり、光を放つなどをせず、ただドロー

家内部にも侵入しました。避難勧告が徐々に解

ンが近づく試験を 50 回以上実施し、すべてイノシシは逃げました。

除された地区に住民が帰還するためには、徘徊

https://www.youtube.com/watch?v=-nSXUHQUrVo&t=4s

するイノシシを追い払わなければなりません。私
たちはドローンによる追払いを提案しました。

また、センサーがイノシシを感知したら、ドローンは自動発進し画
像認証でイノシシを追尾して追払い、自動で発進場所に戻る、とすべ
て無人での飛行を実証しました。この技術はセキュリティ分野にも重
要な貢献ができます。

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標
実際イノシシを追い払うドローンは軸径が
40㎝程度の小型で十分です。また、現状では
PC のソフトに飛行ルートを書き込み、飛行禁
止区域を設定するなどのスキルが必要ですが、
それをすべてタブレット操作で、追払いの設定
ができるようにします。平成 32 年度には自動

イノシシ vs ドローン

でイノシシを追い払う商品として販売し、初年

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

これまでに得られた成果

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

イノシシ追払いドローンの組立は、今

■センサー信号によるドローンの

①対象エリア：浜通り地域

福島（南相馬市）にお願いする予定です。

■ドローン搭載カメラによる画像

であり、南相馬市にも開発センターを設

きていますが、まだまだ住民が入れない

■ドローン搭載カメラによる温度

富岡町など広い区域になっています。こ

■ドローン自動飛行で画像認識に

するために、当社のロボティクス技術をフルに活用す

横行していると考えられ、解除地域が増

■地上車両（UGV）の高精度走行

②連携、協力：ドローンは今後社会的な役割をになって

れらの区域にはやはり野生のイノシシが

えても追払いできないと、住民が安心し

認証でイノシシを自動追尾
感知自動追尾システム
よる高精度着陸

て帰還できません。町の復興は人々が安

私たちは福島県福島市に拠点がある企業

イームズロボティクス株式会社
代表取締役
辺見俊彦

けました。東日本大震災は私たちにとっ

ても大変ショッキングな出来事であり、
それによって起こった被害、困難を克服

ることが我々の使命です。

いくために、単なるホビーから工業製品へとステップアッ
プしなければなりません。それには私たちだけではでき

心して暮らせる環境が必須です。

ないことも多く、浜通りの企業がこれまでに培ってきた技

術、知恵が必要です。ぜひ、協力いただいて、浜通りか

らグローバルな技術、製品が生まれることを望みます。
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帰還困難区域は浪江町、双葉町、大熊町、

自動離陸

環境回復・放射線分野

度 100 セットを目標とします。

住民の避難指示解除地域は徐々に増えて

環境・リサイクル分野

東日本大震災による福島第一原発の事故で放

回共同で実証事業を行ったワインデング

エネルギー分野

ドローンおよび無人地上車輌による害獣対策と
物資輸送サポート技術の開発

2016年度開始

05

株式会社イノフィス
人体装着型動作支援ロボット

ロボット分野

マッスルスーツ ® をより軽く、より使いやすく、より求めやすい価格に進化させ、

より洗練されたロボットに磨き上げるための研究開発、実証評価を行い、腰に加えて腕の動作支援といった機能
拡大や、人工筋肉の応用機器開発を行なっています。マッスルスーツ ® は、労働・作業環境を改善する「人のた
めのロボット」であり、労働人口減少への「社会問題解決のためのロボット」でもあります。
実施期間：2016 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市

マッスルスーツ ® の高機能化・高性能化のための
実用化技術開発
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

マッスルスーツ ʀ は、介護・工場・物流倉庫・
建設・農業など多くの分野での活用実績が増え、

【平成 30 年度

それに伴い作業内容や作業環境に適用するため
の新たな要望、腰部だけでなく腕部への補助部

化開発
②腕＋腰補助： 機械的強度や安全性の完成度を高めたプロト機の実用

位拡大や補助力の強さ・装着感向上への更なる
要望が増えており、これらに応えるための機体

化開発
③新アクチュエータ腰補助： 着脱容易性・作業性・装着感の良いプロ

の機能・性能に関する高度化、利便性向上等の
技術開発・実証評価が必要となっています。

開発項目】

①軽量化技術： 機械的強度や安全性の完成度を高めたプロト機の実用

ト機開発
④新アクチュエータ腕補助： 着脱容易性・作業性・装着感の良いプロ
ト機開発
⑤起立支援モデル：被補助者の起立動作をアシストするプロト機開発

研究（実用化）開発の目標
①軽量化技術： 樹脂化で既存機より 20％以上
の軽量化維持
②腕＋腰補助： 完成度を高めたプロト機の実証
評価完了
③新アクチュエータ腰補助： 原理確認プロト機
の実証評価完了
④新アクチュエータ腕補助： 原理確認プロト機
の実証評価完了
⑤起立支援モデル： プロト機の実証評価完了

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
多くの分野にマッスルスーツ ʀ が普及

することで、その数量と品種数が拡大し、
南相馬工場における試作規模拡大、稼働
率向上が見込まれます。これにより工場
周辺地域での雇用拡大が期待できます。

更に、製品の機能・性能に関する新規

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
【平成 29 年度

成果】

株式会社イノフィス

①軽量化： 既存機より 20％以上の軽量化
②腕保持： プロト機の実証評価完了

③腕＋腰補助： プロト機の実証評価完了

④スプリングモデル： プロト機の実証評
価完了

要素開発・改善改良をし続けることが必

⑤梱包小型化： ３辺合計 160cm 以内の

場内での設計開発が求められます。この

⑥サイズ対応：着脱可能な腿フレーム機構

要となり、短納期での製品化のため、工

高付加価値業務のため技術者を中心とし

た雇用拡大にもつながって産業復興・地
域活性化に寄与できます。

梱包箱

⑦高機能専用カバー： オプション販売で
きるカバー

技術フェロー

中川誠也

■この実用化開発の成功、事業化の達成により、
マッスルスーツ ʀ を日本全国の企業・家庭に
浸透させ、将来の海外展開を目指します。

■腰や腕に負担のかかる あらゆる作業者にマッ
スルスーツ ʀ を使っていただき、腰や腕への

負担を軽減して、作業効率化や人に優しい作業
環境構築への支援、及び腰痛予防志向を浜通り
地域から発信します。

⑧新機能エアー機器： オプション販売で
きる機器

3₄
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国立研究開発法人

本プロジェクトでは、海洋のドローンと言われている無人船 (Unmanned surface vehicle: USV) を浜通りの企業

ロボット分野

を中心として開発することを目的にしました。海洋の仕事は、漁業、島しょ部の調査、物流及び原子力発電所の
モニタリングなど様々想定されますが、いづれも人手と手間がかかっています。そのような仕事を無人で行える

ロボット分野

日本原子力研究開発機構、㍿ウインディーネットワーク
ツールとして浜通り印の無人船の市場での広い利活用を目指します。
実施期間：2016 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市、相馬市、浪江町

エネルギー分野

海洋調査を目的とした無人観測船の開発

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性
無人のタンカーやボート型の無人船が商品化されているなど世界に

な無人船の活用方法が考えられます。例えば、

おける無人船の開発は進んでいます。海に囲まれたわが国においては、

西之島のような過酷環境でのモニタリング、島

前述のように現在人手で行っている仕事を無人船で置換することによ

しょ部の監視及びいけすの管理など漁業への活

り、大きなメリットが生まれると考えられます。今回の研究で最終的

用などです。また福島第 1 原子力発電所事故時

に完成した無人観測船は、放射線の測定だけでなく、海底土サンプル

には汚染水の問題があり、放射線モニタリング

の採取や水温等の海水の基礎的な情報を取得できるマルチセンサーを

への活用も期待できます。そのような様々な業

搭載しています。また、開発で得られた要素技術は様々な分野に応用

務に対応できる無人船の開発を目指しました。

可能と考えています。

環境・リサイクル分野

海に囲まれたわが国では、海洋における様々

研究（実用化）開発の目標

の完成を目指しました。具体的には、1 回の航
行時間 5 日以上及び自動航行機能を持った無人
船の開発、海底用放射線測定器及び自動土壌サ
ンプリング装置の開発を目指しました。また、

Windy-3S ( ウインディーネットワーク所有 )

開発した無人船イメージ

農林水産業分野

本研究の目的は、既存の無人船をベースとし
て要素技術の開発を行い販売用無人船の設計図

機械学習を用いた無人船の制御研究や既存の無
人観測船を用いた海底地形図の作成技術の確立

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

これまでに得られた成果

研究の成果として作り上げた販売用の無

①ファイバー検出器を用いた海底測定用

し、販売できるように体制を整えます。ま

能とします。②自動土壌サンプリング装

人観測船の設計図は浜通り企業に技術移転

た、無人船の売上げだけでなく放射線の測

技術個別の売上げ、さらに既存無人船によ

る海底地質図の作成サービスなどの【投資

額 3 億円、新規雇用者数 10 名、売上

10 億円】等の波及効果があると想定してい

ます。また、今回の研究によって、海洋に
おけるセンサー開発のノウハウ、船の制御

技術及び無人機制御のためのソフトウェア

開発技術などの浜通り地域企業への技術の

レベルアップに寄与できると考えています。

今回のプロジェクトには、福島事

故後の環境モニタリングを行ってき

放射線検出器：海底での放射線測定を可
置：複数個の海底土壌のコアサンプリン
グを自動で実施できます。③海洋調査用

マルチセンサー：水中の水温、電導度、
深さ、検出器の位置を同時に測定可能で
す。④機械学習を用いた無人船制御アル
ゴリズム：無人船の海上での動きを学習
させることにより、波や風の強さを考慮
した自動的な無人船の定点保持及び最適

た日本原子力研究開発機構、すで

国立研究開発法人
日本原子力研究開発機構
福島環境安全センター
グループリーダ
眞田 幸尚

に無人船を用いた福島事故後の海

洋モニタリングに実績のあるウイン

ディーネットワーク、無人船の開発

実績のある海洋研究開発機構と放射線測定器メーカ

である JREC、ウィンチメーカである OCC、福島コ

ンピュータ及び浜通りの磐梯マリーン、日本オート
マチックマシン、協栄精機が研究体制を作り取り組
んできました。既存の無人船を活用するなど、研究

な運航を可能とします。⑤無人船による

コストの省力化にも取り組み様々な要素技術開発を

た海底の地形図を作成できます。

な知見を提供できたと考えています。今後、産業化

海底地形図作成技術：音波計測器を用い

行った結果、海に面した浜通りにおける企業に重要

に向けてさらなる努力を行ってまいります。

3₅

2018年度版 浜通りの未来を拓く実用化開発プロジェクト

福島県地域復興実用化開発等促進事業

医療機器等分野

定技術や土壌のサンプリング装置等の要素

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

環境回復・放射線分野

を行いました。

2016年度開始
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国立研究開発法人

日本原子力研究開発機構、㍿千代田テクノル
” 見えない放射線を可視化する ”̶これは放射線から人を守ることはもちろん、その場所がどのくらい放射性物

ロボット分野

質で汚染されているのかを知るためにも重要です。環境中に飛散した放射性物質の分布を迅速かつ簡便に測定す
ることを目的として、放射線の “ 見える ” 化を図る新型放射線イメージャーを開発し、ドローンに搭載して里山や
住宅地の複雑な地形において放射性物質の分布を 3D 可視化する技術を確立しました。
実施期間：2016 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市、大熊町、双葉町、富岡町、楢葉町

無人飛行体をプラットフォームとする放射線分布の
3D 可視化技術の開発
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

一般的に放射線量の測定に使用されるサーベ
イメータは、放射線の飛んできた方向が分からな
いため、放射性物質の分布を正確に把握するこ
とが困難でした。ドローンを用いて放射性物質の
3D 分布を取得するにあたり、放射線が飛んでき
た方向を検知可能な小型・軽量な放射線測定器
の開発と、放射性物質のイメージを地形の 3D モ
デルに統合する技術の開発が課題でした。

放射線の飛来方向を検知可能な測定器としてガンマ線イメージャー

がありますが、従来品は数十 kg と重たいものでした。本事業では小型・
低消費電力かつ高感度な放射線センサーに加えて、小型集積回路を採
用することにより、ドローンに搭載可能な数 kg の測定器を製作しまし

た。併せて、ガンマ線イメージャーで取得した放射性物質のイメージ
を地形の 3D モデルと統合することにより、放射性物質を３次元的に

可視化する技術を開発しました。この可視化技術により、複雑な地形
に沈着した放射性物質の分布を、詳細にかつ迅速に測定することが可
能となり、除染計画の立案に役立てることが出来ます。

研究（実用化）開発の目標
現在、福島県帰還困難区域屋外環境にて実証
試験と製品化に向けた操作性向上を進めてお
り、2019 年度中の製品化を予定しています。
本装置はシステム化を浜通り企業が担ってお
り、浜通りでの試験実施・製品化を通して先端
技術の発信を行うとともに、将来的には、国内
の原子力発電所・自治体等に防災ツールとして
の配備を見据えています。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
本装置の販売及び本装置を使用した放

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
これまでに、小型・軽量なコンプトン

射線分布測定サービス業務の実施を検討

カメラ（ガンマ線イメージャーの一種）

を目指し、ドローン等資機材の購入や、

放射線可視化システムを試作しました。

しています。販売は 2019 年度中の開始
浜通りでの測定業務に必要な人材の雇用

など、浜通りの経済活性化に寄与してい
きます。

（株）千代田テクノル
原子力事業本部

（国研）日本原子力研究開発機構
廃炉国際共同研究センター

を製作し、ドローンと組み合わせた遠隔
既に浜通り地域（帰還困難区域）におい
て本装置の実証試験を進めており、地表
面の複数個所に沈着した放射性物質を上

空から可視化することに成功していま

小澤慎吾

新宮一駿

佐藤優樹

寺阪祐太

本事業の開発成果を通じ、浜通り地域から世界

す。加えて、放射性物質の位置・形状を

に誇れるロボット技術・センシング技術を発信す

ました。これらの技術を融合することに

業・研究機関と連携して浜通りの復興に貢献でき

3D で可視化するソフトウェアを開発し

るとともに、国内外の秀でた関連技術を有する企

より、従来難しかった放射性物質の３次

る技術開発を継続していきたいと考えています。

元的な位置特定を遠隔で実施可能となり
ました。

3₆

2018年度版 浜通りの未来を拓く実用化開発プロジェクト

福島県地域復興実用化開発等促進事業

2016年度開始

日本オートマチックマシン株式会社
アルミを素材にしたダイカスト鋳造は大量生産が可能となるのがメリットですが、不良品発生率が高く、生産

ロボット分野

時に「す」が入り強度が弱いなど、いくつかの問題があります。これを解決するのが半凝固鋳鍛成型法です。ア
ルミ合金を電磁攪拌により半凝固スラリーとしたもので、それを加熱しプレスで成型する工法です。半凝固鋳鍛

ロボット分野
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成型法で自動車部品などを生産するシステムの開発と成型条件の探求を進めています。
実施期間：2016 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市

現状・背景

エネルギー分野

ロボットを活用した半凝固鋳鍛成型の
生産システム実用化開発
研究（実用化）開発のポイント・先進性
高温の半凝固スラリーを金型に挿入しプレスで成型する工法です。

される、強度・軽量化・低コストに応えること

通常の鍛造では材料を温めて、大きな加圧力のプレスで成型しますが、

ができません。

鋳鍛成型法では、材料が半凝固状態 ( やわらかい状態まで加熱した材料 )

半凝固鋳鍛成型の技術的な実現性は確認され
ていますが、実用化には至っていません。

のため、小さな加圧力のプレスで成型出来る特徴があります。この省
エネ効果は製品のコスト、設備コストに大きく影響し、お客様の要求
に応えることが可能になります。
半凝固鋳鍛成型システム

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標

環境・リサイクル分野

従来のダイカスト鋳造では、お客様から要求

鋳鍛成型の生産システムを 2019 年中に実用
化を目指し、市場へ投入する計画です。
浜通り地域において鋳鍛成型システム・製品
の事業化を達成した場合、新工場設立 2025 年、
投資額約 5 億円、新規雇用者数 20 名前後、売
上約 10 億円等の波及効果が見込まれます。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
半凝固鋳鍛成型システムの実用化・事

事量増大にも貢献します。

作、展示会で展示し、数社から関心が寄

カーとの結び付きをもたらし、地元・地

域の高校等の教育機関の優秀な人材の地

元雇用への道を拡大し、多様な企業の誘
致の糸口になる可能性も秘めており、地
元・地域経済へ波及効果が、様々な形で
生まれて行くと考えます。

ステムの立ち上げを行い、サンプルを製
せられました。

平成 29 年度は、製品熱処理炉を導入

し生産システムを完成させ、展示会等で
要望があった部品の製作を進めました

日本オートマチックマシン株式会社
機械事業部／阿部雄一、椎根和彦、古小高智也、山本善幸、鈴木清一

浜通りを、以前の状態に戻すことだけではな

が、成型解析技術が十分で無かったため

く、新たなものを築き上げていきたいと考えてい

今年度は、岩手大学と共同して開発を進

ありますが、私共もこの新たなシステムの実用化・

より、セレーションが付いた軸受の製作を

活性化への一助になれるよう、技術力をもってそ

思ったような効果が出ませんでした。

ます。そう言った意味でも、まだまだ道半ばでは

め、成型解析からの製品試作を行うことに

事業化を通じて、地元・地域の新たな雇用創出と

行い、成型条件を得ることができました。

の実用化を目指します。

3₇

2018年度版 浜通りの未来を拓く実用化開発プロジェクト

福島県地域復興実用化開発等促進事業

医療機器等分野

の更なる高度化は、多分野の有力メー

制御盤

平成 28 年度に、材料加熱炉・搬送ロ

ボット・サーボプレスを導入し、試作シ

また、新素材・新工法に関連する技術

精密小型プレス

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果

業化は、雇用の拡大につながるとともに、
地元・地域パートナー企業への新たな仕

ワーク搬送ロボット

環境回復・放射線分野

材料加熱炉

2017年度開始
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㍿会津ラボ、福島トヨペット㍿
自動運転車輌が利用可能な情報基盤の構築を行い、情報の相互利用性を高めることで将来的な自動運転に係るコ

ロボット分野

スト低減を目指します。車輌を自動運航するにあたって車輌に搭載された様々なセンサが複合的にデータを収集し、

リアルタイムに分析を行っています。現状はほぼ全てのデータが車輌内に設置されたコンピューターにより分析さ

れています。 本プロジェクトではセンサ等の取得データをクラウドに集約し、活用するシステムを開発しています。
実施期間：2017 年度〜 2019 年度

実用化計画開発実施場所：浪江町

自動運転に係る情報基盤の構築及び
まちなか巡回車輌の実用化に向けた実証試験
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

過疎地域や公共交通機関が十分に機能してい

本実用化事業では、自動運転向けのオープンな情報基盤の構築と当

ない地域において、新たな交通手段の確保が急

該基盤を用いた自動運転車輌の運航管理システムを構築します。オープ

がれています。自動運転車の導入は解決手段の

ンな情報基盤は、各車輌から相互に情報の提供を受け、当該データを利

一つですが、現在のシステムは初期導入と運用

活用することで自動運転に係る初期費用、運用費用の低減が実現されま

コストが高すぎて現実的ではありません。本プロ

す。今年度は自動運転車輌の構築を行い、福島県初となる公道における

ジェクトでは独自の共通情報基盤を構築すること

自動運転実証を開始しました。福島トヨペットは主に自動運転車輌の整

で自動運転に係るコスト低減を目指します。

備・運用保守点検を、会津ラボは主に情報基盤の開発、構築を実施しま
した。また両社で公道での自動運転走行実証を行いました。

研究（実用化）開発の目標
平成 31 年度：情報基盤の運用開始、公共交通
サービスとしての運航開始
平成 32 年度：コスト低減及び自動運転パッケー
ジの展開 ( 情報基盤を含む )

自動運転車輌による現地試験

平成 30 年 12 月 3 日の公道実証開始セレモニー

平成 33 年度：他地域への展開による事業拡大

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
今年度の事業から、想定地域

である福島県浪江町において公

これまでに
得られた成果

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

①自動運転向け情報基盤

ブロックチェーンを活用した信頼

道での自動走行実証を開始しま

性ある情報基盤の構築を行い、各種

過疎地域や公共交通が十分でな

なりました。

した。本成果の実用化により、
い 地 域 に お い て、 巡 回 交 通 の

データの登録、参照ができるように

株式会社会津ラボ
代表取締役 松永州央

当社では自動運転に係るコ

福島トヨペット株式会社
代表取締役社長 佐藤修朗

当社は、株式会社会津ラボ

②自動運転車輌の構築

スト低減を実現し、より多くの

さんの自動運転システムおよ

においての住民の移動促進、経

レーザー、カメラ、車輌制御ソフトを

自動運転車輌を活用した公共

共交通、物流の実現による浪

います。

ました。

の実現を目指します。これらシ

サービスが提供でき、当該地域
済的貢献も期待されると考えて

ミニバン型の試 験 車 輌に全 方 位

搭載した自動運転車輌の構築を行い
③公道での自動運転走行

福島県初となるレベル３（条件付運

転自動化）での自動運転走行を浪江町
役場・浪江駅間の経路で行いました。

地域で自動運転システム及び

交通、物流など各種サービス

ステムの社会実装は様々な業

び自動運転車輌を活用した公

江町を始めとする被災地域の
復興への取組みに共感し、車

輌の提供とメンテナンスで事

種、業態で横連携し進めてい

業参加致しております。

利便性向上、経済活性化に向

る事を願っております。

くことになります。地域交通の
けた活動として更なる連携、協

復興に少しでもお役に立て

力をお願いいたします。

3₈

2018年度版 浜通りの未来を拓く実用化開発プロジェクト

福島県地域復興実用化開発等促進事業

2017年度開始

ロボット分野

エム・デー・ビー株式会社
近年、山岳登山者が増加傾向にあり、それに伴い道迷いの通報者が増加しているため、救助側に負担がかかっ

ています。登山者および消防・警察双方に安全かつ効率的な捜索・救助が行えるようドローンを使用した捜索シ

ロボット分野
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ステム及び AED・AID キッド等を搬送するシステムの研究開発を行っています。

実施期間：2017 年度〜 2019 年度

実用化計画開発実施場所：広野町

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性
山岳で実証可能なシステムであれば、全ての情報収集活動において流用が可

において、いかに安全かつ迅速に捜索・救

能と考え、あえて難易度の高い山岳救助をターゲットにし、開発を行っています。

助を行え、簡易的なオペレーションのみで

またドローンから上空、陸上からはロボットでは判別できない嗅覚を持ったサ

利用できるシステムを提供できるかが大き

イバー救助犬をシステム連携させることにより、情報収集、救助者発見までの

な課題となります。研究の現状は、実装レ

一連の救助活動を効率化できるシステムです。更に遭難者向けにも自律帰還機

ベルでは若干の改修はあるものの、実用化

能及びシステム連携機能を持ったスマフォアプリを開発することにより、救助

後の運用・保守面を考慮したシステム改修

者のみならず遭難者の支援も考慮したトータルパッケージとなっています。

フェーズに入っています。

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標
平成 32 年度より営業活動を行う予定で
あり、営業、保守・運用スタッフとして浜
通り地域内で初年度 3 名、2 年目 3 名の雇
用を目標としています。

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

これまでに得られた成果

5 年後までに本事業における新規雇用

①帰還支援スマートフォンアプリ：登山

震災からの復旧が進んでいます

者向けの自律帰還 AR 機能等

が、地方において人口減少問題が

②捜索情報管理システム：リアルタイム

映像 LTE 伝送映像管理含む捜索情報

大きな課題となっています。その
対策として魅力ある雇用を産むべ

管理システム

エム・デー・ビー株式会社
マネージャー
小澤 隆司

テムメインコントローラ

となれば流入人口も増え、課題解決の一つの強み

メインコントローラ

じベクトルを向いた企業と連携・協力して行きた

③捜索ドローン用搭載システム：全シス
④物資運搬用搭載システム：全システム
⑤グランドコントロールアプリケーショ
ン：PC 用アプリケーション

く地域全体で連携し、連続的なイ
ノベーションが起こる浜通り地域

となると信じ、弊社では取り組んでいるので、同
いです。

3₉
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福島県地域復興実用化開発等促進事業

医療機器等分野

デジタル・コンテンツ・センタのみ）

環境回復・放射線分野

本イメージの概要は下記これまでに得られた成果に記載

ふくしま

環境・リサイクル分野

技術課題としては、災害大国である日本

予定者数 10 名（広野事業所

エネルギー分野

自律型ドローンロボットにより山岳救助を劇的に効率化
する「捜索支援システム」の開発実用化事業

2017年度開始
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株式会社大和田測量設計
洪水、斜面崩壊、土石流、山火事などの自然災害時の状況を UAV で取得し、関係機関（市町村、警察、消防等）

ロボット分野

への情報提供を迅速に行うシステムを開発します。具体的には、UAV の性能評価（防水性、防風性）、カメラ性能
評価（ズーム、赤外線カメラ）等により、災害時に安全に運航できるマニュアルを整備するとともに、災害状況
の写真、動画をアップロードし、Web ページで共有可能なシステム構築を目指します。
実施期間：2017 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：広野町

UAV を利用した災害時即時情報収集システムの技術開発

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

自然災害時には、2 次災害の危険性が高い為、

近年、UAV の技術は飛躍的に向上しており、UAV を災害時に活用

災害現場へ近づくことが難しく、災害状況の把握

する動きが広まっています。UAV は人が近づくことが困難な危険な場

が困難です。また、近年は、豪雨災害が増えて

所でも上空から災害状況を撮影でき、高倍率ズームカメラや赤外線カ

いることから UAV を使用する際にも、防水・防

メラで撮影することで、被災者の捜索活動が可能となります。

風性能を有する機種であることが求められます。

本開発では、自然災害時を想定し、UAV の防水・防風性能、搭載す

初期の対応を迅速化し、避難指示発令、要救

る高倍率ズームカメラ、赤外線カメラの性能評価を行うとともに、安

助者の発見を早期に行うことで、災害時の被害

全を確保した運航方法を検証します。また、関係機関（市町村、警察、

軽減を実現できるシステムの構築を目指します。

消防等）が災害現場を迅速に確認するために、災害状況の写真、動画
を自動的にマップ上に表示する Web システムを開発します。

研究（実用化）開発の目標
現在の浜通り地域（特に双葉郡）においては、
住民の帰還が進まない、高齢者が多く帰還して
いる等の特殊な事情があり、災害が起きた際に、
避難が迅速に行えない可能性があることから、
早期に災害状況を把握し、避難指示等に活用可
能と考えます。
当面は、浜通り地域の全自治体に向けた事業
展開を目標とします。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

これまでに得られた成果

近年、UAV から写真、動画を撮影す

① UAV の防水・防風性能、搭載するカ

ることは一般的となっているものの、タ

イムリーに情報を共有する手段が無く、
活用の場が限定されています。本事業の

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

を検証しました。

②実際の災害現場を想定したフィールド

で撮影したデータの情報共有が効率化さ

で災害現場の調査飛行を行なうための

れ、より一層 UAV の活用できる場が増
えると考えます。

また、弊社においては、本事業と既存

業務とを連携させることで、新規雇用を
見込んでいます。

一原発事故で痛切に感じたことは、

能を評価し、災害現場での撮影方法

成果を使用することで、災害対応のみな
らず、日常点検業務や農作物の管理など

東日本大震災、東京電力福島第

メラの高倍率ズーム機能、赤外線性

テストを実施し、安全を確保したうえ
運航マニュアルを整備しました。

③ UAV で取得した写真、動画をクラウ

情報量が復興時間短縮に大きく寄
株式会社大和田測量設計
代表取締役
大和田幹雄

与することでした。今後も、デー

タの利活用の研究と仕組み作りや、
UAV を利用した速やかな災害状況

確認等の体制を整え、地域と一体となった災害復
旧支援の役割を果たすことを目指します。

そして、今後の自然災害、原子力復興、国土資

ド上にアップロードし、そのデータ

源の劣化（ストック事業）等様々なデータを集積、

にマップ上に表示する Web システム

つなげる所存です。

から位置情報や写真、動画を自動的
を開発しました。

整備する情報業務の事業拡大を図り、雇用確保に

₄₀
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福島県地域復興実用化開発等促進事業

2017年度開始

株式会社菊池製作所

ロボット分野

現状のマルチコプターは海外製の部品等を使用していることが多く、実用化にはシステム全体の製品寿命や各

部品性能の信頼性など製品保証が課題です。これを踏まえ、部品の消耗状態や故障を把握し自己診断機能を有する、

ロボット分野
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量産を見据えた高信頼性マルチコプターの実用化開発を目指します。

実施期間：2017 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市

現状・背景

エネルギー分野

量産を見据えた高信頼性マルチコプター実用化開発

研究（実用化）開発のポイント・先進性
現在実用化にむけた研究開発の進むマルチコプターの多くは、国内

品・製品を使用していることが多く、製品寿命

部品メーカーでの製品が少ないことに加え、海外製品が比較的安価で

や性能の信頼性についてはユーザーの経験値に

あることから海外製のアクチュエータを用いた機体、もしくは海外製

て判断・交換として運用されていることが多い

の機体そのものを利用している場合が多いです。

です。構成部品の部分的な故障による異常検知

しかしそれらの部品はホビーユースが多く、部品の寿命・性能保証

技術などは部品・システムともに開発中であり

についてはユーザーによる運用管理によって担保される部分が多く、

信頼性が高いとはいえないのが現状です。

人為的な要因である「メンテナンス不足」や「異常に気づかない」な
どの理由による墜落事故は常に起こりうる状況であり、産業用途とし
ては更なる安全性改善が必要です。またマルチコプターの操縦におい

本事業で実用化を目指す高信頼性マルチコプ
ターは機体のプラットフォームとして多くの事
業分野への展開を考えており、将来的には従来
から付き合いのある測量・測定機器メーカー、
空撮サービス業者などドローンを用いたシステ
ムを開発する企業への販売を想定し 2025 年に
は 10 億円規模の事業とすることを目標として

ては今後更なる自動化が想定されており幅広い新規ユーザーによる運
用が想定される中、経験の浅いユーザーによるメンテナンス不足など
の人的要因は増加すると想定されます。
そこで本事業で当社が目指す「高信頼性マルチコプター」は従来の
機体に足りなかった各部品の性能劣化や消耗状況などの異常を機体側
で判定し、ユーザーに通知するシステムを開発・搭載することで、ユー
ザースキルに依存しない機体運用・整備を可能とすることを目的とし

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標

環境・リサイクル分野

研究開発における機体の多くは、海外製の部

ます。

これまでに得られた成果

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

当社では本事業によ
り開発した高信頼性マ
ルチコプターについて、
事業終了後製品市場性
をみつつ生産台数を決
定 し、 飯 舘 村・ 南 相 馬
市の自社工場にて生産
ラインを構築し量産製
造を開始する計画です。
量産製造の事業化に伴
い福島県浜通り地区の
雇用創出、経済の活性化
に大きく寄与できると
考えています。

平成 30 年度では開発した機能モデル
の飛行試験を行い、防水性、可搬性の向
上に向けた機体部品の改造などを行いま
した。
さらに自己診断機能開発として各デバ
イスの長時間駆動試験を実施しデータの
取得を行っています。今後はこれらの
データを基に各デバイスにおける寿命判
断となる閾値を定め、離陸の可否判断を
行うシステムを機体に実装する予定で
す。また実用化に向け開発システムの更
なる小型化と販路拡大を目的とした搭載
ユニット開発も行い、空撮用モデルを作
成することが出来ました。

当社は福島県飯舘村、南相馬市にそれぞれ自社
工場を有しており、現在南相馬工場を拠点として協
力企業と連携し、様々なロボット開発を行っていま
す。地元企業としてイノベーション・コースト構想
株式会社 菊池製作所
にも強い関心を持っており、開発ロボットの生産ラ
メカトロ研究所 研究所長
小笠原伸浩
インを南相馬工場に構築・事業化していくことで、
被災地の産業創出や地域雇用の創出をおこない、浜通り地域を中
心とした近隣地域の復興に寄与することを目指しています。
しかし、
実際のロボット開発における「特殊部品の調達」や「新
たなデバイスの開発」においては専門企業への発注になることが
多く、まだまだ近隣企業との連携が少ないのが現状です。
当社では近隣地域復興には地元企業との連携を強化することが
重要と考えており、たとえ異業種分野であっても「浜通り地域に
おける新たな産業創出」という大きな目標に向かって連携できる
地元企業を模索しています。

₄₁
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福島県地域復興実用化開発等促進事業

医療機器等分野

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

環境回復・放射線分野

います。

2017年度開始
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株式会社鈴木電機吾一商会

ロボット分野

山林火災対応ロボット「がんばっぺ１号」の研究開発で得られた技術を応用して、市販の台車等に取り付けが

容易で、力と姿勢（運動）安定化の両面からインテリジェンスに安心・安全なアシスト動作を行います。汎用電
動アシスト駆動ユニットの実用化開発を行います。

実施期間：2017 年度〜 2019 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市

インテリジェントアシスト駆動ユニットの実用化開発

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

現在のパワーアシスト装置は、操作者の不適

従来の駆動装置は、モーターの電流を制御することで間接的に駆動

切な操作による誤動作がアシストモーターに伝

装置の出力軸のトルクを制御しようとするものでしたが、減速機の抵

達され、そのことで起きるシステムの安定性・

抗などのために出力軸のトルクを精密に制御、特に、出力軸を人が軽

安全性において取扱いに注意を要します。

く回せるぐらいの低いトルク領域に設定することは困難でした。提案

姿勢（運動）制御・協調制御・出力軸トルク

する駆動装置は、バッテリーと制御装置を内蔵するユニット構造で、2

制御の技術を合わせ、新規開発の防水サーボ

足歩行ロボット技術を応用した出力軸構造により力制御系の安定化を

モーター駆動機構で安心かつ安全なアシスト駆

図るとともに、軸のトルクを直接的に計測して制御することで、低い

動ユニットの開発を目指します。

トルク領域を含む幅広い範囲での精密な出力軸のトルク制御・速度制
御・位置制御などを加えた複合制御が可能です。

研究（実用化）開発の目標
2020 年を目標に生産を開始
年間 100 台程度の販売

売価（100~200 万円）

1~2 億円の売り上げ
雇用創出

2 名程

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
販売台数が順調に伸びて生産能力（年

間 100 台）を超えた場合には、浜通り
地域の企業などに製造を委託します。

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
福島県災害対応ロボット産業集積支援

「イノベーション・コースト構想」

事業の補助を受けて研究開発した、山林

にチャレンジしての物づくりで、

火災対応ロボット「がんばっぺ１号」の
技術を応用して、駆動部・制御装置・電

日本の社会構造（高齢化）改善の
一翼を担うべく企業活動に参画で

源部が一体となったユニット構造のイン

株式会社鈴木電機吾一商会
代表取締役
鈴木清友

プロトタイプを４種開発しました。本プ

企業の協力を頂いて「インテリジェントアシスト

テリジェントアシスト駆動ユニットの

ロトタイプは、駆動車輪に加わるトルク

（力）を直接的に精密に計測できるとと
もに、同駆動車輪の、発生する力・角速

きたことは当社にとって意義深い

ものがあります。今後は地元関係

駆動ユニット」の製品化を成し遂げ、早い時期に
社会に提供できるよう努力いたします。

度・角度を複合的に精密に協調制御でき

る、バッテリー駆動の電動駆動装置で、
人による持ち運びが容易です。

₄2
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福島県地域復興実用化開発等促進事業

2017年度開始

ロボット分野

ドローンやアグリセンサーを用いたセンシングによりこれまでの農作業の見える化を行い、かつ様々な農業用

ドローンや移動型農業用ドローンポートを用いて就労時間の短縮や収量 UP、品質向上を可能にする新たな IOT 農

ロボット分野
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㍿糺の森、 慶應義塾慶應義塾大学SFC研究所、
企業情報センター
業のスタイルを確立する研究を行っています。またそのセンシングにより得られた多種多様なデータを、新規開

発したクラウド上の統合システム（農作業記録や GAP 支援機能も搭載）に集約し、農業従事者をサポートします。
実用化計画開発実施場所：田村市

ドローンによるアグリセンシングの研究開発

現状・背景

エネルギー分野

実施期間：2017 年度〜 2018 年度

研究（実用化）開発のポイント・先進性
今期開発した移動型農業用ドローンポートは、軽トラックに搭載可

とで新しい農業モデルを確立し、新規農業従事

能であり、より広範囲の計測を可能にしています。また自発電源を搭

者の拡大や農業の安定化を図ることを目指して

載し、永続的なドローンポート稼動やデータ転送も可能となっていま

います。そのために農業用ドローンの運転者の

す。農業従事者が軽トラックの運転席にいながらドローンの自動計測

育成やクラウドシステムの開発も同時に行って

を行えるという理想モデルへと近づく開発となっています。またドロー

おり、より現場に導入しやすい総合的なサービ

ン計測データと気象センサーデータ、農作業データおよび FGAP（GAP)

スの構築を目指しています。

支援機能を集約した統合システムはこれまでにない統合システムであ
り、農業従事者だけでなく、農業法人、卸会社、飲食産業などが同時
に活用でき、より農業の安心安全、効率化や高付加価値を謳えるツー

環境・リサイクル分野

ドローンなどの先端技術を農業に導入するこ

ルとなっています。

目標の柱は 3 つあり、新たな農業従事者の
増加、生産物の安定化高品質化、またそれに
伴う新規サービスの構築です。これらは今回の

今回の研究開発は、稲作以外の作物も対象とすることを目指してお
り、様々な作物にどうドローンやドローンポート、統合システムが活
用できるかを実証しながらビジネスモデルの構築を目指しています。

総合的なサービスが構築できれば可能と考えて
おり、また福島モデルを構築することにより全

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標

国への展開も可能と考えています。初期の目標
数字としては生産物売上高 10 億円、経済効果
田村市との協議

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
本研究により、農業の衰退化の足止め

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
移動型農業用ドローンポートは、自発

や新規農業モデル習得のための県外から

電源を搭載し、軽トラックでの移動計測

できます。また福島県ならではの 6 次産

機器も搭載しているので、集積したデー

の研修者、技術者の増加を見込むことが

の構築も可能と考え、1 次・2 次・3 次
産業との連携によりそれぞれの課題解決
およびバリューチェーンの構築につなが
ると考えています。

が可能となっています。またデータ転送
タをクラウド上に UP していくことも可

能です。これは将来的にドローンを農業
に簡便に活用するための足がかりとなっ

ており、搭載するドローンによっては多

浜通りの農業を復興することは非
常に重要なお題目であると考えて
慶応義塾大学
政策・メディア研究科
特任助教
SFC 研究所ドローン社会
共創コンソーシアム
副代表
南政樹

います。今だからできるという最
先端技術を駆使し、新たな農業モ
デルを確立することは、今後の福
島を担う若者たちや福島を想う若

目的展開も可能となります。センシング

者たちに活用され、必ずや浜通り地域、ひいては

重ねることで農業全般への有効活用がで

す。また今後の農業研究にも他分野との技術連携

統合システムについては、データを積み
きることが明らかになってきており、す
でに引き合いがあるなど一定の評価を受
けていると思われます。

福島県の農業に寄与する力となると考えておりま
が必須と考えておりますので、様々な企業と連携

し力を合わせて浜通り地域の農業の復興を目指し
ていきます。

₄3
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福島県地域復興実用化開発等促進事業

医療機器等分野

業モデルを前提としたサプライチェーン

浜通りの復興という大きな課題

の中でも、農業王国であった福島

環境回復・放射線分野

20 億円としております。

2017年度開始

15
ロボット分野

株式会社ふたば
ドローンに、①レーザ計測システム、②スペクトルカメラ／赤外線カメラ、③放射線量測定器をそれぞれ搭載し、

①地形データと、②植生データから、土地形状と植生状況を把握し、③放射線量測定器では、地上 50m の空間線

量分布から地表面の線量に換算する手法を開発します。これらのデータの相関関係を分析し、地形や植生／土地
利用に応じた空間放射線量を解析するシステムを開発します。

実施期間：2017 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：富岡町

ドローンによる地形・画像計測と放射線量測定による
広域空間線量の取得手法の開発
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

福島県浜通りでは居住制限区域等の解

UAV（ドローン）+ レーザ計測（TOKI）システムは新しい技術であり、地形デー

除が行われつつあります。しかし、様々

タ（3 次元点群）の精度を確保するためには、機器の構成、センサの精度、分解能、

では、除染が行われていない森林や山地

ます。次に、レーザ計測システムとスペクトルカメラ／赤外線カメラで得た地

な理由で帰町は進んでいません。本事業

を含めた全ての地区で放射線の残留状況
の把握が可能であり、継続的に調査する
ことにより、山地部を含めた放射線分布
の変化を把握することを目的とします。

形情報と植生／土地利用状況に対し、放射線量測定器で取得したデータを正確
に重ねる作業が課題となるが、そ
れぞれのデータ形式を整理・変換

3 次元点群データ

したうえで、正確な位置情報を与

えることが鍵となります。これら、
UAV（ドローン）にレーザ計測シ

研究（実用化）開発の目標

ステム、スペクトルカメラ、及び

平成 29 年度は、試験計測、計測・解

析プログラム開発を行いました。平成 30

年度は、地形・植生に対応した空間放射
線分布解析を行いました。平成 31 年度

以降は、本技術を用いて国、福島県また
は浜通り地域の行政機関等をターゲット
としたドローンによる地形・画像計測と

放射線量測定による広域空間線量計測事
業を計画しています。

レーザ記録方式などについて、実証試験を繰り返しながら検証する必要があり

放射線量測定器を搭載して測定す

標高データ（3 次元点群データから樹木等を除去）

る技術／製品は一部民間事業中心

に開発が進んでいるが、用途が限
定されたり実用化に向けての精度

検証中であります。さらに、それ

ドローンにより計測した地表面の放射線量分布

ぞれの機器で計測したデータ（三
次元点群、スペクトル画像、線量
分布）を統合して解析する技術は

確立されていないため、本補助事
業で確立させる意義があります。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

これまでに
得られた成果

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

本事業の成果により、広範囲な
放射線量の実態と特徴を視覚的に
説得力のある情報として提供でき
れば、地域住民の安心・安全な生
活支援が可能になるとともに、土
地の利活用も進み、レジャー施設
の入込客の増大、企業誘致へ繋が
ると考えます。また、開発のプロ
セスにおける大学との連携、開発
成果の学会発表により、会社の知
名度を上げ新たな市場、人材確保
を行い、これらの結果、浜通りの
地域産業振興、経済へ寄与できる
ようにしたいと考えています。

①山林・田畑・市街地の詳細な
土地形状を把握するレーザ計測シ
ステムの計測及び地表面の高さの
解析、②植生や土地利用を把握
するスペクトルカメラ／赤外線カ
メラの計測・解析プログラム開発
及び③地上 50m の空間線量分布
を把握し、放射線特性、グラウン
ドツールスデータから地表面の線
量に換算する計測・解析プログラ
ム開発を行いました。今後、土地
形状、植生や土地利用の違いによ
る空間放射線量分布の解析を進
める予定です。

除染が行われていない森林や山地を含めた全ての

地区で放射線の残留状況の把握が可能であり、継続

的に調査することにより、山地部を含めた放射線分布

株式会社ふたば
代表取締役社長
遠藤秀文

の変化（標高の高い所から低いところへの移動等）を
把握することが可能になります。この技術を求める行

政、民間企業、大学等の研究機関と今後も連携を進め、住民に分

かり易い情報提供を実現し、浜通りの復興を加速させていきたい

です。浜通りは原発事故、放射能、高齢化、人口減少、林業・農

業・漁業の担い手、環境問題等、多くの課題を有している地域です。
全国でも最初に様々な課題を経験しなければならない『課題先進

地域』でもあります。この地域で生まれる新たな技術、制度等は先

例となり、将来到来する国内そして海外における様々な課題解決に

貢献するものと考えます。様々な課題を多角的に解決し、それらが

融合することが本当のイノベーションであると思います。
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ロボット分野

㍿星山工業、ビードローン㍿
本事業では、物流や防災などを主な用途とする 25kg 級の小型機と 150kg 級の大型機のドローンを開発します。

1 時間の飛行ができる機体の開発が目標です。機体の堅牢性の確保と長時間飛行のために炭素繊維複合材料（CFRP）
を用います。今年度は、南相馬市に研究施設を新設し燃料電池搭載ドローンを作製しました。さらには新品及び

ロボット分野
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リサイクル炭素繊維をベースとした CFRP の自作技術の習得に努めました。

実施期間：2017 年度〜 2019 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市

現状・背景

エネルギー分野

ドローン用超軽量機材と小型燃料電池システムの開発

研究（実用化）開発のポイント・先進性
《開発のポイント》ドローンの飛行時間の延長には機体の軽量化と供給

量 25kg 未満がひとつの重量カテゴリーであ

電源の小型化・大容量化が必要です。本事業では、炭素繊維複合材料

り、国内を飛行しているドローンの大部分はこ

で創る超軽量素材と、小型燃料電池等を用いた供給電源システムで構

の分野です。機体総重量が数 kg の機種が大半

成される新たな機体を開発することにより、近距離物流や防災支援に

で、最近は農薬散布や物流用途として機体重量

実用できるドローンを製作します。

が 15kg 程度で、10kg 程度の積載量をもつ産

《先進性》将来のドローンの大型化を見据え、ドローン専用機体構造材

業用ドローンの開発が進んでいます。しかし、

料の強度設計に力点をおきます。国産の航空機用炭素繊維を用いた複

最大の難点は飛行時間が短いことです。

合材料を創ります。非破壊検査や化学機器分析を組み合わせた新たな
材料評価法を開発し、機体構造材料の信頼性を高めます。材料の面か

環境・リサイクル分野

わが国における改正航空法では最大離陸重

らドローンの安全性を追求します。

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標
本事業では、物流や防災支援などを主な用途
とする 25kg 級の小型機と 150kg 級の大型機の
2 種類のドローンを開発します。3 年の研究開発
期間で、1 時間の飛行ができる機体の開発を目標
とします。新品とリサイクル回収した炭素繊維で
機体専用の CFRP コンポジットを創り、さらに
は小型燃料電池やハイブリッド電源等長時間飛

燃料電池ドローン

これまでに得られた成果

本事業で開発を目指すドローン（小
型機 : 積載量 10kg、飛行時間 1 時間
以上、大型機 : 積載量 50kg、飛行時
間 1 時間以上）は、既製品には存在し
ないため、環境ビジネス分野や物流ビ
ジネス分野の市場関係者及び災害救助
現場に対処する自治体関係者などから
待望されています。これらのドローン
を浜通り地域で製品化できれば、当該
地域の様々な業種の連携や雇用拡大に
繋げる事ができ、浜通り地域における
産業復興の加速化を一気に進め、多く
の経済的波及効果をもたらすことがで
きます。

① 25kg 級小型燃料電池搭載ドローンの製作 : 英
国製小型燃料電池を連結した電動機構と水素
供給システムを開発し、
CFRP 製プラットフォー
ム機に搭載してドローンを製作しました。
②新品炭素繊維を用いた CFRP コンポジット
の製作 : 総重量 25kg 級のカテゴリー機にお
いて積載量を 10kg とするために航空機の
1 次構造材に使用されている炭素繊維を用い
て材料設計し、高強度・高弾性率を有する
ドローン専用機材を開発しました。
③リサイクル炭素繊維を用いた CFRP コンポ
ジットの製作 : 航空機に使用されている端材
から炭素繊維を回収し、物流ドローン用の
超軽量コンテナを開発しました。

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ
星山工業及びビードロー
ンは連携し、物流や防災な
ど を 主 な 用 途 と す る 25kg
級の小型機と 150kg 級の大
型機の 2 種類のドローンの
株式会社星山工業
開発にチャレンジしており
（開発リーダー）
代表取締役
ます。3 年の研究開発期間で、
星山天
1 時間の飛行ができる機体の
開発を目標としております。浜通り地域の活
性化と若い方々への雇用の場を提供すること
が目的です。地元に製造工場を新設し、福島
ロボットテストフィールドを活用して実機生
産を目指します。浜通り地域の企業の皆さま
との協力を希望します。
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医療機器等分野

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

燃料電池

環境回復・放射線分野

行のための電源供給システムを開発します。

2017年度開始
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ロボット分野

ヨシダ電子、フジ・インバック㍿
IR カメラ（赤外線カメラ）等のセンサを搭載した固定無人航空機（UAV）によってイノシシ等野生動物の生息

状況の観測が可能なシステム開発の実施。イノシシの撮影時間を昨年の 2 倍（約 90 分）の飛行時間にします。及び、
消音が可能な 4 サイクルエンジンと燃料噴射ユニットを採用。実運用を可能にするために自動離着陸を可能にし
ます。

実施期間：2017 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：浪江町

ＵＡＶを使用したイノシシ等の生息状況観測技術の開発

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

イノシシは重要な狩猟資源として利用されて
きた一方で、農業にとっては最大の加害獣でも
あります。地球温暖化による積雪量の減少等も
あり、イノシシの分布域は昭和中期以降拡大し
ており、比例して被害も拡大しています。ゆえ
に広域的生息状況の観測が重要と考えます。

イノシシによる農作物への被害は福島県内のほぼ全域に広がってい
ると思われます。
イノシシによる被害は農作物のみでなく、家屋への侵入、車との接
触事故等が挙げられ、ますます対策の必要性が高まっています。固定
翼無人機はドローンに比べ長時間（広範囲）の飛行ができ、広範囲の
観測が可能です。このシステムが完成する事により、森林火災の早期
発見、不審者捜索等の警備活動、高速道路、鉄道、送電線及びパイプ
ライン等のインフラ点検等の活用が可能になると考えられます。
運用において全自動化に
より特別な操縦技術を必要
とすることなく広く運用が
可能になります。

研究（実用化）開発の目標
■長時間運用可能な UAV 機を使用したイノシ
シ等の生息状況観測技術の開発。
■少しの訓練で操縦可能になる自動離着陸シス
テムの開発。
（マニュアル操縦の場合は、特殊な操縦技術
が必要。）
■赤外線カメラを搭載することで夜間撮影も可
能にします。
■ 10km 以上離れた距離でも衛星通信システ
ムを使用しリアルタイムで目標物を確認で
きるようにします。
■イノシシの個体数を人間の目ではなく、ソフ
トでカウントできるようにします。

無人航空機

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

これまでに得られた成果

■ UAV の部品調達、部品検査、組立の

■長時間運用可能な機体に IR カメラを

請負業務を浜通り地域内の企業を活

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

搭載し、観測技術の確立。

用して行います。

■自動離着陸システムの確立により、機

業を活用し、機体価格ベースで生産

■消音機能の搭載により更に夜間飛行に

■ UAV 機体の製造についても地域内企
の 30％程度を地域内企業で実施する
ことを目標とします。

W-T3 型機

体操縦の簡素化。

適した機体の開発。

有限会社ヨシダ電子
技術
矢野洋夫

フジ・インバック株式会社
技術部
植村慎司

福島ロボットテストフィールドを基地にして飛

■地元経済への貢献に期待できます。

行試験を行い、世界の技術進化に遅れをとる事な
く発展し続けるために、新しい技術開発を積極的
に進められる中小企業に期待します。

₄₆
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アルパイン株式会社

ロボット分野

高齢者の生活動向把握のために電動カート動態管理システムを開発します。取得データ分析により自治体施策

の効果向上などを実現します。また、電動カート自体の安全性を高めるために障害物検知機能、緊急通報機能な

ロボット分野
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どの開発も行います。

実施期間：2018 年度〜 2020 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市

エネルギー分野

高齢者向け動態管理システム開発

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性
■動態管理機能システム開発

速 6 キロメートル以内で走行する電動カートが

高齢者の位置情報と状態を通信 Box からサーバーに通知して記録管

普及、安全に移動することのニーズが増してい

理することで、高齢者の行動を把握します。外出履歴などから健康状

ます。

態を推測できれば様々な施策を検討することができます。AI を使った

自治体としては高齢者の生活動向を把握する

ビックデータの分析技術、プライバシーの保護を実現するセキュリティ

ことにより、施設、設備の最適配置、道路の補

技術、リアルタイム性を確保しながらデータ通信料を押さえるシステム

修タイミングなど自治体施策の効果向上を図り

設計技術などで、弊社のこれまでの開発経験を活かすことができます。

たいというニーズがあると考えています。
■障害物検知機能開発
電動カートの走行に障害となるものをセンサーで検出して高齢者に

障害物検知機能付き電動カー
トの販売開始
動態管理システムの試験運用
開始

■ 2020年10月 動態管理 システムの正式運用

通知します。または、速度を制限するような制御機能を開発します。
歩道での走行を対象とした近距離で複雑な障害物（草むらに隠れた溝、
ぎりぎり通れない段差など）を検出する技術はまだ確立されておらず、
この分野の技術開発に成功すれば電動カートの利便性を大きく高める
事ができます。

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標
■ 2020年4月

環境・リサイクル分野

高齢者の近距離移動の手段として、歩道を時

開始

福島県浜通りに開発拠点を置くアルパ

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
従来の電動カートに障害物検知機能を

インが開発することにより、社員と協力

実現するセンサーとコントロールユニッ

員はおよそ 10 人程度、協力会社もおよ

能開発までは完了しました。今後は評価

会社の雇用創出効果が期待できます。社

す。開発時点の実証実験も浜通り地域で
行い、トライアルも浜通り地域で行うこ
とを予定しています。浜通り地域発のビ
ジネス取り組みとして地域活性化効果が
期待できます。

トを開発しました。要件定義、基本機

とにより、浜通り地域の復興に少
しでも寄与したいと思います。ロ

を実施して量産設計につなげます。動態

アルパイン株式会社
マネージャー
城ヶ滝隆

行いながらシステム設計まで完了しまし

事業として成果をアピールする必要があるため、

い、そのフィードバックを得ながら実用

れながらシステムとしてまとめ、市場価値の高い

管理システムは要件定義と試作、実験を
た。今後はトライアルに向けた開発を行
化に入る予定です。

ボット技術の先端エリアと認識さ

れるには、研究開発だけではなく

早期の事業化に必要な技術はグローバルに取り入
モノ・サービスを開発します。
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医療機器等分野

そ 10 人程度を必要工数と見込んでいま

本研究開発テーマを計画通りに

実用化し事業として成立させるこ

環境回復・放射線分野

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

2018年度開始
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ロボット分野

㍿ e ロボティクス福島、㍿東日本計算センター
メソスケールの大気情報は、様々な分野での応用が期待されるが、効率的な取得方法は確立されていません。

ドローン型ロボットに、気象センサや各種測定器（ガス・粉塵・放射線・電磁波等）を搭載して、ドローン型ロボッ
トを隊列飛行させることにより、従来はデータ取得が困難であった様々な三次元メソスケール空間情報（水平ス
ケール 2,000m ×高度最大 2,000m）をリアルタイムに収集します。

実施期間：2018 年度〜 2019 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市

高高度隊列飛行による三次元メソスケール空間情報収集
ドローン型ロボットの開発
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

気象では、集中豪雨など災害対策のためのメ
ソスケール気象の数値予報モデル精度向上に用
いられます。現在は人工衛星や GPS ゾンデ等
で収集されているが、GPS ゾンデは風になが
されながら専用周波数帯で観測を行うため、観
測位置は制御できません。また、GPS ゾンデ
は回収率が低いため使い捨てです。

ドローン型ロボットにより収集した様々な三次元メソスケール空間
情報データの解析により、以下の効果が期待できます。
【期待できる効果（例）】
■気象情報の取得
⇒メソスケールで発生する異常気象の数値予測モデルの精度向上
⇒竜巻、局地的集中豪雨、台風などの発生機構解明、予測精度向上
■電磁波情報の取得⇒携帯電話等の電波情報への応用
■放射線測定
■ PM2.5 測定
■火山噴火や化学工場の爆発事故、テロなどによる有害ガス、粉塵な

研究（実用化）開発の目標
まずは、2 年次（平成 31 年度）の「高高度
対地高度 2,000m でソフト開発を行い、27 機

ど発生時の拡散挙動分布情報の取得
■その他

隊列飛行テスト 3 段 3 列奥行きも」を成功させ、
実証に持ち込みます。
1 年次の実証から得られた成果によって、い
よいよ市場に打って出ます。マーケットリスト
に大学、官公庁、団体、民間事業者が 40 者あり、
既に 10 者と打合せを進めております。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
① 2 年次のテストフライトのために、福
島ロボットテストフィールドを使う
ことにより、福島県のロボット産業
に貢献できます。
② 2 年 次 の テ ス ト フ ラ イ ト の た め に、
高高度用テストフライトのためのド
ローン型ロボットを 30 機製作するこ
とにより、雇用及び商業効果が発生
します。
③研究 ( 実用化 ) 開発の目標についてに
も記述しましたように、マーケットに
打って出ますので、経済効果（ドロー
ンの機体製作・機体販売・システム販
売など）が見込まれます。

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
1 年次の最終実証並びに報告は 3 月に入
りますので、
途中成果のみの発表となります。
①提出計画書通り、ハード開発として、
高高度飛行ドローン単機において対
地 高 度 目 標 1,500m を は る か 上 の
2,000m を越えることができました。
②提出計画書通り、ハード開発として、
低高度対地高さ 90m を 27 機を、隊
列飛行させることができました。
③提出計画書通り、ソフト開発として、
上記②のための飛行制御システムと空
間情報を個別に収集できる通信システ
ムが確立できました。

㈱ e ロボティ
クス福島
代表取締役
山城雅昭

㈱ e ロボティ
クス福島
開発担当者
（工務部長）
山岸和彦

①平成 31 年 1 月 22 日福島ロボットテストフィー
ルド仮設研修施設において、第 1 回ドローン活
用検討会で当フィールドで飛行実験された「ド
ローン目視外飛行に対する取り組みと今回試験
の意義について（JUIDA、JUAV、JUTM の 3
団体個々に）」報告がありました。１日も早く
法的に許可するための性能・安全基準を整備す
ることは大きな発展につながるはずです。
②ロボット産業に関する規制はあらゆる点で厳しい
です。確かに人命第一の安全は最優先されなけれ
ばなりません。しかし、産業の発展のために特区
制などを設けて推進できるようにお願いします。

₄₈
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㈱東日本計算
センター
開発担当者
（執行役員）
中野修三

福島県地域復興実用化開発等促進事業

2018年度開始

ロボット分野

FPV Robotics 株式会社
近年、社会的な課題になっている少子高齢化による労働者人口の減少により、インフラ点検における人員減に

も影響が及んでいます。しかしながら、現在使用されているインフラも老朽化が進んでおり、迅速な点検を必要
とされています。この課題を、ドローンを活用したメンテナンスシステムで解決するべく、システムの実用化を

ロボット分野
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目指して研究しています。

実施期間 :2018 年度〜 2020 年度

実用化計画開発実施場所 : 南相馬市

現状・背景

エネルギー分野

ドローンを活用したメンテナンスシステムの実用化開発

研究（実用化）開発のポイント・先進性
研究開発項目としては、ドローンを活用した点検自動化のため
の移動機構、近接目視・打音検査の点検機構、音響及び画像解析

迫られています。しかしながら現状の点検では、特殊

による変状検出システム開発、ドローンを活用した周辺環境モニ

車両・足場使用のコスト、安全対策、点検者技能に依

タリング自動化システムです。既製品に搭載されたカメラ機能に

存、技術者不足など多くの課題を抱えており、そのた

加え、データ送信の機能や打音検査の機能を搭載し、より簡単に、

め、インフラ点検の効率化が求められています。

効率的にインフラ点検が可能なシステムを構築します。人による
判定から、音響解析による自動判定が可能なレベルまでを目標と
し、当該システムを開発していきます。

研究（実用化）開発の目標

環境・リサイクル分野

橋梁の他、ダム、鉄塔など高度成長時代に建設され

たインフラの老朽化のため、早急に点検をする必要に

従来の、人による判定を音響解析により自動判定す

農林水産業分野

るための技術の確立と商品化開発を実施します。これ
により、特殊車輌・足場費の削減、道路規制の低減を

図り、かつ従来点検データの活用や、変状の自動検出、
点検データの自動化、周辺環境モニタリング自動化

にも活用していきます。平成 31 年度は検討・検証・
商品化・具体化までを想定しています。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
ドローンを活用したメンテナンス市場で

は、日本の純国産メーカーは数少ない現

状にあり、本プロジェクトにより、我が国

の産業大型ドローンメーカーの海外進出に
また、本プロジェクトは、調査作業効率

化、安全性向上を目的としていますが、こ

れを実現する上で、人為的な一連の行動

をすべて代替する信頼性の高い要素技術

の開発が必要です。開発した技術は、次世

代メンテナンス測量への幅広い展開を行う

ことで、ドローン産業の活性化、国際競争
力の強化につながると考えます。

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
①打音システム設計

弊社が拠点を構える南相馬市で

打音適用技術の検討

はドローンをはじめとする新産業

現地フィールドでの検証

の振興とロボット開発の実証拠点

打撃部形状の検討

FPV Robotics 株式会社
代表取締役
駒形政樹

音声収集部搭載方法検討
打音試作装置の開発

②飛行制御システム設計

「福島ロボットテストフィールド」
の整備が進んでおります。

弊社は、同フィールドを活用し

た試みも進める方針です。最先端の技術・知見の

シチュエーション別最適制御の検討

集積、発信拠点として地域復興に努めていきます。

飛行制御設計
③機体設計

④ H30 年度事業実施内容検証

商品化に向けた開発技術項目検討
実用化に向けた妥当性検証
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医療機器等分野

とって強力な武器になりえると考えます。

橋梁コンクリート面の打音検査イメージ

環境回復・放射線分野

■売上目標
2019 年 1,000 万円 ドローン + システム一式（500 万円 ×2）
2020 年 5,000 万円 ドローン + システム一式（500 万円 ×10）
2021 年 1 億円 ドローン + システム一式（500 万円 ×20）
■採用
2018 年 1 名雇用 2019 年 2 名雇用 2020 年 5 名雇用

2018年度開始
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株式会社大和田測量設計
UAV に搭載したレーザースキャナによる地表面情報をもとに、障害物を回避した飛行経路を自動生成し、放射

ロボット分野

線測定装置を搭載した UAV を自動飛行させる仕組みを開発します。さらに、UAV に搭載する放射線測定装置と、
その実測値を地表 1m における放射線量率に換算するアルゴリズムを東京大学と共同で研究・開発することにより、
広域的な放射線モニタリングを効率化する技術開発を目指します。

実施期間：2018 年度〜 2020 年度

実用化計画開発実施場所：広野町

UAV レーザー計測を活用した自動飛行による
UAV 放射線量自動測定システムの開発
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

福島第一原子力発電所の事故後、数十年とも

近年、UAV による放射線モニタリング技術が開発されていますが、

いわれている廃炉、環境回復作業等においては、

多くは障害物の無い対地高度数十メートルから計測するものであり、

放射線モニタリングは必要不可欠であり、作業

地表面の特性に合わせて地表 1m での測定値に換算することが難しい

者の被ばくリスクを低減する方法で、かつ精度

のが現状です。

の高いモニタリングが求められています。本開

本開発では、UAV レーザースキャナで取得した地表面の点群データ

発では、UAV レーザー測量の技術を活用する

を解析し、障害物を回避した低空飛行を可能とする経路を自動生成す

ことで、新たな放射線モニタリングの実用化を

る開発に取り組みます。さらに、UAV に搭載した放射線測定装置によ

目指します。

る実測値、測定位置情報、対地高度等のデータを使用し、地表面の環
境特性に適合した地表 1m の放射線量データに換算するアルゴリズム、
数式及びプログラムの研究開発を行います。

研究（実用化）開発の目標
本開発の成果は、放射線量が高く、人の立ち
入りが困難な場所における放射線モニタリング
への適用を目標とします。
また、避難指示が解除された浜通り地域の自治
体において、住民帰還促進のための除染済み地域
の継続的なモニタリングや山林等の未除染地域に

UAV レーザースキャナで取得した地表面の点群データ

おけるモニタリングに活用可能と考えます。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

これまでに得られた成果

近年、UAV が著しく普及し、自動飛

①東京大学において二次元データを補完

障害物を回避しながら安定的に飛行する

存 UAV 測定装置により取得した実測

行の仕組みも整備されつつありますが、
仕組みは十分とは言えません。本事業は、
放射線モニタリングを効率化する目的の

ものですが、自動飛行経路生成の仕組み
は、業種を問わず日常的な点検業務等で

の活用が考えられ、さらなる UAV の利
用拡大が期待できると考えます。

また、弊社においては、放射線モニタ

リング業務と付随する点検・運用保守等
のための雇用拡大を見込んでいます。

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

するアルゴリズム、数式を開発し、既

株式会社大和田測量設計
情報処理一課長
塚野大介

値を用いて有用性の実証テストを実施
しました。

②①のアルゴリズム、数式を実装する

ために、放射線モニタリング用 UAV、
及び搭載可能な放射線測定装置の要件
を明確化し、仕様書を策定しました。

③ UAV 及び搭載するレーザースキャナ
を購入し、UAV の飛行経路に存在す
る障害物の検出精度検証を実施しま
した。

震災後、復興関連の技術開発として、歩行、自

動車によるモニタリングシステムの開発や、除染
業務を支援するシステム開発を行ってきました。

今後、数十年かかると言われている廃炉や未だ

帰還することが難しい地域の環境回復に活用でき
るシステムや技術の開発に努めていきたいと考え
ております。
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ロボット分野

銀座農園㍿、㍿ユニリタ
AI による果樹農業データプラットフォームを構築し、リモートセンシングによる車両系農業ロボット（ドロー

ン及びクローラー）及びマニピュレータ系農業ロボットの実用化開発を行います。これにより、少人数でも大規

模経営が実現できる果樹農業用ロボットソリューションを開発し、福島県の震災・原発事故からの復興にともなう、

ロボット分野
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営農再開や高齢化・過疎化の加速といった地域課題の解消の一助となることを目指します。
実施期間：2018 年度〜 2020 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性
自律型クローラーは、リモートセンシングによるきめ細かな自律制

御を可能とするところが、今までにない試みです。また、マニピュレー

タ系ロボットについては、さまざまな大学や民間企業が取り組んでい

ますが、実用化されたケースはほとんどありません。本プロジェクト
では、福島県の主要果樹の１つである「日本なし」に特化した農業ロボッ
トの開発を行い、実用化を目指します。

研究（実用化）開発の目標

自律型クローラー
（コンテナ積載時イメージ）

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
クローラー及び同自律制御システム：

し」の作付面積は縮小傾向が続いていま

傾斜や凹凸の多い圃場を自律走行する車

ば、一所帯の栽培面積を 2 倍とすること

を実現します。

すが、当事業で開発する機器を活用すれ

かけることが可能となることから、「日
本なし」分野で約 20 ～ 25 億円の市場
を再生することができます。

また、
日本なし以外の果樹
（もも、
りんご、

かき、ぶどうなど）に対して実用化開発

の成果を適用することで、さらなる果樹
分野の産業創出が可能となります。

両ロボットにより剪定や収穫作業の支援
マニピュレータ試作品：精密な動きが

可能なハンド型ロボットにより摘果・収
穫作業の機械化を実現します。

果樹農業データプラットフォーム：リ

モートセンシングによる営農データの蓄

積と AI 分析によりデータ主導型営農を
実現します。

銀座農園株式会社
代表取締役
飯村一樹

株式会社ユニリタ
代表取締役
北野裕行

当プロジェクトの開発成果により、浜通り地域

の果樹栽培を効率化し、福島県の震災・原発事故
からの復興にともなう、営農再開や高齢化・過疎

化の加速といった地域課題の解消の一助となるこ
とを目指します。

さらに、その成果を浜通り地域発の「農業ロボッ

ト技術・農業データプラットフォーム」として、
地元企業とともに、全国への展開を目指します。

₅₁

2018年度版 浜通りの未来を拓く実用化開発プロジェクト

福島県地域復興実用化開発等促進事業

医療機器等分野

が可能となり、作付面積縮小に歯止めを

マニピュレータ試作機
（ハンド部分イメージ）

環境回復・放射線分野

福島県の主要産地における「日本な

農林水産業分野

平成 33 年度
浜通り地域の専門農協を通じて
浜通りの梨農家（約 140 戸）の 20％、28 戸へ
の導入
平成 34 年度
県内の５つの専門農協を通じて
県内の梨農家（約 1,160 戸）の 10％、116 戸へ
の導入
平成 35 ～ 37 年度
県内の５つの専門農協を通じて
県内の主要５品目の果樹農家（約 6,200 戸）
の 5％、310 戸への導入

環境・リサイクル分野

プロジェクト対象としている浜通り地域は、
「日本なし」の産地だが、福島県下の梨農家は、
原発事故後の風評被害による経営環境悪化や傾
斜地栽培等による過酷な労働環境という課題を
抱えています。我々は「日本なし」に特化した
農業ロボットの実用化開発及び果樹栽培に関す
るデータベース構築を行うことで、前述の地域
課題の解消の一助となることを目指します。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

エネルギー分野

果樹のリモートセンシングによる自律型農業ロボットの
実用化開発

2018年度開始
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株式会社スペースエンターテインメントラボラトリー

ロボット分野

河川や湖、海など第三者や人工物が少ない安全な水上で発着を行える固定翼を有する飛行艇型ドローンと、そ

の高い飛行性能（長距離、長時間、高速）を最大限に活かし運用が可能な地上局をはじめとする無人航空機シス
テムの開発をおこないます。

実施期間：2018 年度〜 2020 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市

水上での離着水及び航行が可能な
長距離運用無人航空機システムの開発
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

■既存のドローンは航続時間・航続距離

長時間・長距離の運用が可能で、日本国内で地理的に恵まれている水域を使い

が短く、用途によって改善が求められ

安全に発着ができる、船と飛行機の二つの機能を持つ飛行艇型ドローンを開発

ています。

し、ドローンやロボット産業の裾野を広げます。

■上記の課題に対しては飛行の効率が良
い固定翼型ドローンの活用が一つの解

開発技術の先進性

決策となるが、日本国内においては固

■回転翼機では実現できない、長距離・長時間運用が可能な飛行性能を有します。

定翼型ドローンが安全に離着陸できる

■第三者や人工物の少ない河川や湖、海など安全な水上で離着陸（離着水）を行

平坦で広いエリアを確保するのは難し
いです。

研究（実用化）開発の目標
■南相馬市をはじめとする浜通り地域を
拠点に 2021 年度までの実用化を目
指します。
■技術的な特徴を活かし防災分野、捜索
救助分野、水産分野を中心に事業化を

います。
■海上での使用までを想定した高い耐環境性能を有し、天候など幅広い条件での
運用に対応します。
■空 中 か ら 地 面 や 水
面を観測するだけ
でなく、船型ドロー
ンのように水面か
ら水中を観測する
ことが可能です。

目指します。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

これまでに得られた成果

従来の弊社社員に加えて、2025 年度

■飛行艇型ドローン設計検討用試作機の

までに 25 名の雇用を想定しています。
浜通り地域にて製品の製造を行います。
また、本システムを使ったサービスを提
供するにあたり、システムの運用人材を

採用・オペレーターとして育成を行い、
サービスの現場での活躍が見込まれま
す。これらを推進していく中で、浜通り

地域での新しい産業と雇用の創出を実現
する事が可能です。

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ
南相馬市をはじめ浜通り地域は

製造と実証実験を完了しました。また

フィールドでのロボット実証実験

本結果を反映した機体設計が完了して
おり、次年度以降は設計をもとに機体

を非常にやりやすくとても感謝し

ています。また私たちはロボット

の製造を開始することが可能です。

株式会社スペースエンター
テインメントラボラトリー
代表取締役
金田 政太

上局システムの開発が完了しました。

くことが重要と考えています。こういった開発を

行艇型ドローンが完成した際に、その

り地域の一員として浜通り地域の復興、そしてそ

■飛行艇型ドローンの運用を想定した地
本システムを活用することにより、飛

高い飛行性能を最大限に活かし運用す
ることが可能になります。

技 術 の 実 用 化・ 事 業 化 に お い て、
実証実験を高頻度に積み重ねてい

一緒に進められる連携を期待するとともに、浜通
の先にある可能性に満ちた未来の実現に、新規産

業であるロボット技術を通じ貢献していきたいと
考えています。

₅2
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福島県地域復興実用化開発等促進事業

2018年度開始

日本郵便株式会社

ロボット分野

①ドローン：郵便局間及び個宅の配送に必要な通信及び配送技術の検証

② 配送ロボット：早期実用化領域の検討、業務要件やロボットの要件の整理及び実証実験

ロボット分野
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③ 統合配送管理：2020 年度までに検証

実施期間：2018 年度〜 2020 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市、浪江町

エネルギー分野

配送業務の高度化に向けた無人機活用検証

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

この背景の下、配送現場における人手不足を解

消し、将来にわたって社会インフラである郵便・

宅配サービスを継続的に提供することを目的に、
無人配送の早期実用化に向けた検証を行います。

①ドローン

郵便局間配送

■郵便局間は地域によるものの、約 5km 以上の距離のものが多く、ド

ローンに置き換えるためには目視外飛行を実施する必要があります。
また、ドローンの飛行ルート上（特に郵便局周辺）には、民家が多
いです。これらに鑑みると、大きく「長距離通信技術」及び「安全
性技術」の検証が、実用化に向けて重要な要素となります。

個別住宅の配送

研究（実用化）開発の目標

■本事業では、浜通り地区における個別住宅への配送業務をドローン

①ドローン

に置き換えるための事業化実証を行います。

■浜通り地区においては、現在、配送を実施していない郵便局が多く

■個別住宅向けのマーカー及びテザーの連携シ

ローンを民家の上空に飛行させることに加えて、民家に安全・正確

リピータ )

ステムの検証

■他事業者の無人機及び有人機とのコンフリク
ト回避の検証

存在し、非効率的な運用になっている地域が存在します。また、ド

に郵便物等を届けさせる必要があります。これらを実現するために

は、大きく「ピンポイント配送」及び「個別住宅向けの配送インフラ」
が重要な要素であります。

■適用地拡大に向けた、候補地と効果の調査

②配送ロボット

■早期実用化を目指す配送領域の設定

り地域の産業復興のため、配送ロボットによる無人配送の実用化を検

■私有地内での実証実験による実現可能性の検証

用を定義、検証及び実証実験を行います。

社会インフラである郵便・宅配サービスの持続的提供と福島県浜通

② 配送ロボット

■業務要件及びロボット要件の定義

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
■運行管理システムとの連接（飛行位置

日本郵便は、地域に寄り添う企業

として事業を行っております。震災

情報の取得）

後、福島県は産業復興・雇用回復に

■無人航空機の運用詳細化検討

■輸送形態及び郵便物（荷物）の授受方
法の検証

■長距離飛行の検証

■様々な気象条件下でのドローンの運用
の検証

日本郵便株式会社
課長
上田貴之

取り組まれており、日本郵便として

も少しでもお力になれるようにご協
力させていただいております。

無人機による配送高度化の検証を浜通り地区で実

施いたしました。実施に際し、福島県浜通り地区、特

■無人陸上車両運用検討書

に南相馬市、浪江町にお住いの方には、ドローンや

■最終報告書

おかげさまで、有益な成果を出すことが出来ました。

■中間報告書

配送ロボットの実証実験で大変お世話になりました。
近い将来、ドローンや配送ロボットが配送する社

会が来ると思います。その安心・安全なモデルをこ

の浜通り地区で構築し、全国へ広げていきたいと考

えております。
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医療機器等分野

無人機による無人配送が実現すると、
浜通り地域での新たな雇用の創出や地元
企業の売上拡大が見込まれます。また、
高齢化、人口減少及び労働人口減少の環
境下においても、現行と同等レベルの配
送サービス継続が可能となります。
■無人機の維持・保守等の委託
⇒地元企業における雇用の創出・売上拡
大が見込まれます。
⇒ロボット分野における産業の集積と、
人材育成の拡大が見込まれます。
■買物支援
⇒物流困難者への配送が可能になり、小売
業者との協業により利便性が高まります。
⇒利便性向上により新たな人口の増加が
見込まれます。

証することを目的とし、実用化を支える配送ロボットの要件、業務運

環境回復・放射線分野

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

農林水産業分野

■長距離通信技術の実用化検証 (LTE、920MHz

環境・リサイクル分野

技術の進化にともない、様々な場面でロボット

を活用した社会課題の解決が検討されています。

2018年度開始
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楽天株式会社

ロボット分野

浜通り地区でドローンを活用した物流システムを構築し新たなインフラとして確立するため、また地域の人々

に革新的な利便性を提供するため、ドローン配送の実用化検証を実施します。

実施期間：2018 年度〜 2020 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市

アプリを使ったドローン配送 e コマースと
空域管理の実用化検証
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

楽天は革新的な物流ソリューションを構築す

楽天はドローンでモノを運ぶだけでなく、ドローン配送に必要な周

るため、2016 年以降ドローン配送の実証実験や

辺ソフトウェアを自社で開発しています。たとえば、スマートフォン

試験運用を実施してきました。これまでの検証

から商品を注文できるショッピングアプリ、ドローン配送に特化した

から抽出した課題を解決し改善していくことはド

ドローン操作用ソフトウェア（ドローンダッシュボード）などを開発し、

ローン配送サービスの実用化にとって重要です。

注文から配達まで各システムが連携したソリューションを提供してい

そういった課題を解決していくなかで、ドローン

ます。今回の研究開発では南相馬市小高区でドローン配送サービスの

配送を利用する人々が安心して且つ簡単に利用

試験運用を実施するため、ショッピングアプリおよびドローンダッシュ

できるシステムの構築を目指していきます。

ボードをサービス内容に合わせて設定しました。また、今回の試験運
用では地元住民から協力を得てドローン配送サービスを実際に利用し

研究（実用化）開発の目標

てもらい実用化に向けた検証を行いました。

今年度の検証より得られた課題をもとに更な
る改善に取り組みます。ドローンの性能など技
術面に関する課題やドローン配送を実施するう
えでの運用的課題を解決していくことで、誰も
が簡単に利用できるドローン配送ソリューショ
ンを構築していきます。山間、離島など過疎地

ショッピングアプリ

域でのドローン配送の実用化、さらには都市部

ドローンダッシュボード

においてもドローン配送を実現できるようこれ
からも取り組んでいきます。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
ドローン産業はこれから成長していく

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
地元工場へドローン配送を実施しまし

ドローン物流は社会へ新たな利

と見込まれています。ドローンが物流イ

た。従業員の方々にショッピングアプリ

部品の製造、ドローンの組み立て、ドロー

を注文頂きました。商品は地元商店に協

となり、浜通り地域におけるドローン産

を掲載しました。注文受付後、梱包され

楽天株式会社
ドローン・UGV 事業部
サービス企画グループ
マネージャー
谷真斗

ます。また、ドローン配送が日常的に利

ドローンを離陸させ、工場まで商品を届

ドローン物流を実用化させることで、日本国内外

民に対して新たな利便性を提供でき、消

ことで、運用者として改善すべき点を洗

ていきたいと考えています。

ンフラの１つとして確立されれば、必要
ンのメンテナンスなどを担う企業が必要
業の活性化と共に雇用の創出が見込まれ

用できるようになれば、浜通り地域の住
費者の購買意欲を向上させる可能性があ

ります。購買頻度が高くなれば地元への
経済効果も期待できます。

便性を提供できる可能性が大いに

から昼休みの時間帯に届けて欲しい商品

力いただきアプリ上に約 200 種類の商品

た商品をドローンに搭載し商店近くから

けました。試験運用を約 4 週間実施する
い出すことができました。さらに、工場

あります。しかし、解決すべき課
題はまだまだ存在するため、改善
を継続しながらドローン配送の実
績を積み上げていくことが大切だ

と思います。浜通り地域において

へのイノベーションの発信源となるよう、貢献し

の従業員や地元商店からのフィードバッ

クを得ることで実用化に向けた新たな改
善点を発見することができました。

₅₄

2018年度版 浜通りの未来を拓く実用化開発プロジェクト

福島県地域復興実用化開発等促進事業

2018年度開始

株式会社ロボジョンジャパン

ロボット分野

家庭向け小型人型ロボット（以降ヒューマノイドと呼ぶ）のハードウェア概念設計ならびにロボットによる英

語教育アプリケーションの開発を研究しています。特に先生対生徒の英語学習ではなく、ロボットとゲーム、ダ

ロボット分野
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ンス、歌を歌うなど遊びながらネイティブ・イングリッシュを話せるような英語教育を目指しています。
実施期間：2018 年度〜 2020 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市

現状・背景

エネルギー分野

ヒューマノイドの概念設計及びソフトウェア開発

研究（実用化）開発のポイント・先進性

ることで児童や子どもがヒューマノイドに親しみ
を感じて、楽しみながら英語によるゲーム、歌、

①お子さんがロボットを友達として思い、遊びながらネイティブ・イ
ングリッシュを覚えていく教育方法
②聞く英語能力より話させる英語に重点を置いた英語学習

会話などを行い、母国語を覚えていくように英
語会話を習得していくと考えています。それで

これらを実現するのにロボットの音声認識、音声合成（ロボットが

は生きているような言動とは何か？楽しみなが

話す）、ロボットの画像認識、手足胴体が人間のように動く、目が感

ら英語を覚えていくコンテントやそのプロセスは

情を表す、ロボットが WiFi や Bluetooth のインターフェースを持つ、

何か？の課題を解決したいと考えています。

そしてヒューマノイドが人間に似たような言動をする、これらのハー
ドウェアとソフトウェアをコンパクトにまとめて、実用化に耐えうる

環境・リサイクル分野

ヒューマノイドに生きているような言動をさせ

機能、性能、品質、低コスト（月額のサブスクリプションで１万円以下）
を実現する研究開発がポイントとなっています。月額サブスクリプショ

販売売上目標 1 億円 /2021 年度、

ンで１万以下を実現するにはハードウェアが売価で１０万円を切る必

5 億円 /2022 年度、50 億円 /2023 年度

要があります。このような価格により家庭に一台のロボットが可能に

ただし確約するものではありません。目標通
りに行くか、福島県浜通りにロボット開発やビ
ジネスで世界競争に勝っていける人材が集まっ

なり、生徒が日常、いつでも楽しくロボットを通して英語学習ができ、
従来の英語教育では実現できなかった飛躍的に効果の高い英語教育が
できるものと考えています。

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標

てきてくれれば達成の確率は高くなると推測し

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

これまでに得られた成果

ヒューマノイドが現在のスマホと同様

①スマホによるヒューマノイドの動作確

に一人一台の時代が 10 年以内にやって
くると予測しています。ロボジョンが

GAFA のような一社になることを目標に

に 3 万人から 5 万人の従業員の会社に
成長しました。本社敷地を訪れると学校
の大きさのビルが 20 棟も立ち並び、そ

の周辺には GAFA 周辺産業、住宅、食料、

認、指示実行、発している言葉の可視化

② 6 曲の歌とダンス、43 個のゲーム、
5 個のストーリーの開発

これらのコ

ンテンツを使うことでヒューマノイ

ドと一緒にネイティブ・イングリッ
シュを日常の生活で聞く、話す初期
のきっかけができることを期待して

株式会社ロボジョンジャパン 代表取締役
ミラー・ジェフリー・アロン（写真右上）と
福島工業高等専門学校の皆さん

できるだけ浜通りのハードウェア会社と協力で

います。

きると良いと考えていますが、幸いに南相馬市の

り、その改善が見えてきました。改善

等専門学校の機械システム工学科とビジネスコ

上記の①､ ②項に磨きがかかると考え

に加わってくれています。ヒューマノイドの将来

医療などの建設や生活基盤産業が同様に

③現在のハードウェアの弱点が見つか

菊池製作所が協力してくれています。福島工業高

周辺産業、基盤産業の人たちで人口 30

されたハードウェアが完成することで

ミュニケーション学科の先生と生徒が開発の一部

ています。

を担う人材が育っていると実感しています。

成長しています。社員 3 万人なら家族、
万人の新しい都市が生み出されたものと
見られます。
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医療機器等分野

しています。GAFA は 10 年間で瞬く間

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

環境回復・放射線分野

ます。

2018年度開始
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Terra Drone 株式会社

ロボット分野

UAV レーザシステムに従来必須であった IMU/GNSS センサの機能を GNSS のみの特殊な測位によって代替する

ことで 1/10 のコストで生産可能とします。現状課題のレーザ測距精度を向上し、研究レベルから実用における使
用面等を昇華し製品化を目指します。

実施期間：2018 年度〜 2019 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市

マルチ GNSS アンテナによる小型 UAV 搭載型
レーザ三次元計測システムの高精度化・製品化
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

災害地などの不整地や写真では地面を写すこ

弊社では写真土木測量の他にレーザを用いた UAV レーザ測量サービ

とができない山林での地面計測は難しいです。一

スを世界最高クラスとなる年間 400 件以上行う中で、レーザシステム

方で、レーザ UAV 測量はマーカーを設置する必

と UAV 自体に対する課題点や計測のノウハウなどの知見を蓄積してき

要がなく山面に対しても地上面と森林表面の両

ました。

方を計測することができます。UAV レーザ測量

大学との共同研究によって先端新技術である廉価な GNSS アンテナ

の課題は、一台数万円のカメラと比べてレーザシ

を複数による位置姿勢推定技術を用いることでレーザ計測システムを

ステムは数千万円程度と圧倒的にセンサの価格

製品化し、競合に対する大幅な価格ダウンを図ります。

が高く、その点技術の普及が進んでいません。

本技術は地上の GNSS 基準局と UAV 上の複数 GNSS アンテナを幾
何的に位置の拘束をして配置することによってアンテナ間の RTK 測位
を行います。これにより位置測位精度を向上させます。また、幾何拘

研究（実用化）開発の目標
平成 31 年度はゼネコンや建機メーカー・測
量会社を中心に販売し、初年度で初期投資は回
収する取り組みで行います。平成 32 年度より
海外の展示会などにも積極的に出店します。
売上については、2021 年に日本国内 2 億円、
インド、欧州、オーストラリアの現地調査も実
施済みであり、合計高では日本と同等の売上 2

束条件のある複数アンテナの絶対位置からアンテナの成す平面よりシ
ステムの姿勢を推定することが可能となります。従来 UAV レーザシス
テムに必須であった姿勢推定センサである IMU センサの機能を、本来
位置推定のみを行う GNSS センサのみで代替が可能となったことによ
り、限りある UAV の積載容量に余裕をつくることが見込まれます。積
載容量の余裕によって他の計測センサや荷物等を複合するなど応用可
能性がもたらされます。

億円を見込んでいます。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
福島県の試験研究センターとして

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
特注仕様のレーザが 50m 距離で 2cm

2020 年までには人材も駐在させ、毎年

精度の製品性能の向上、電子回路は最低

雇用を検討しています。2022 年までに

能の向上、ハードウェアは収納時 0.80×

事業規模の拡大とともに 2 名から５名の

は試験研究センターとして 20 名規模の
研究開発の体制を計画しています。

機体製造・量産の契約を株式会社菊池

製作所と締結中であるため、株式会社菊
池製作所南相馬工場においても新規雇用
は見込まれます。

この実用化開発の成功、事業化

により、福島県内に雇用を生み出

限のハンダ付け 5 箇所以内とする製品性

0.60×0.40㎥に収まるサイズに設計し、
使用面では計測作業者が 15 分以内に

セッティング可能とする汎用性の向上、
およびハイブリッドドローン搭載時の計

し、産業復興に貢献するとともに、
浜通り地域から世界展開して行き

Terra Drone 株式会社
塩澤俊一

「ロボット開発先進地域」を世界へ

発信することによって地域の復興

に貢献します。

測結果が電動と同等の精度を得られる長
距離飛行可能な発動機付きドローンへの
搭載です。
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株式会社ＩＨＩ

エネルギー分野

2 種類の水素製造技術を組み合わせることにより，変動する電力を活用できる高効率な水素製造システムの実用

化開発を推進しています。再生可能エネルギー導入における地域の系統連系制約を考慮した技術開発と実証を通

ロボット分野

01

じ，エネルギー問題への啓発と交流人口増に貢献可能な水素活用の拠点づくりに取り組んでいます。
実施期間：2016 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：相馬市

研究（実用化）開発のポイント・先進性

■再生可能エネルギー（再エネ）の余剰電力が

■運用コスト低減のための水素製造システムの最適仕様の落し込みを

発生しています。電力系統容量の制約から太
陽光・風力発電電力等の系統接続・逆潮流が
できないケースが増加しています。

行います。
■再生可能エネルギーの地産地消を促進するため，太陽光発電事業に
おける CEMS とのデータインターフェースを確立し，余剰電力の活

■二酸化炭素の放出抑制に向けて水素利用技術

用方法の最適化を行います。

へ大きな期待がある一方，普及のためには水
素製造コストの更なる低減が急務となってい
ます。

2018 年度に、運用コストの低減評価および
水素供給モデルの最適化について、実証機を用
いた所定の実用化開発を完了しました。
2019 年度以降は、余剰電力の更なる活用の
ため、水素をより速く世の中に浸透させ、もっ

CEMS: Community Energy Management System. 電気を上手に使うための制御装置です。

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標

環境・リサイクル分野

現状・背景

エネルギー分野

再生可能エネルギー活用による水素製造システム
実用化開発

と使い易くするための研究開発を行い , 水素社
会の実現を目指します。

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

■実証機本体設計・製造・据付・試運転
を完了しました（FY2017）
。
■再エネ活用のための太陽光発電との連携
システム構築：
ＣＥＭＳからの指示に応じた再エネ電気
の地産地消を実現し、水素供給の最適モ
デルの構築プロセスを確立しました。
■水素製造効率改善を目指した制御評価
モデル構築：
再エネ費消に対するコスト低減効果を確
認しました。

■国のエネルギー基本計画では再生可能エネル
ギーの導入が更に加速され，電源系統容量の制
約で系統に送れない「余剰電力」が増加してい
ます。この「余剰電力」を活用し，先進水素研
究促進や水素社会への対応に貢献できる合理的
な水素製造システムの導入促進に貢献していき
ます。
■本取り組みを通じて培った実用的かつ高効率な
再生可能エネルギーの利活用技術を，相馬発の
技術として普及させるべく，引き続き努力して
いきます。

₅₇

2018年度版 浜通りの未来を拓く実用化開発プロジェクト

福島県地域復興実用化開発等促進事業

医療機器等分野

■余剰電力から水素を製造し，域内にて有
効活用する効果：
余剰電力の活用を可能とする、太陽光
の変動に応じた運転を実証し継続運転中で
す。相馬発の技術として他地域でも応用可
能です。
■水素社会実現を目指した技術実証および
地域に密着した活動の効果：
水素をより使い易くするための技術開発
に取り組みます。また地元の方々に水素社
会を実感できる体験活動も実施しています。
■浜通り発のモデルケースとしての効果：
2018 年 4 月の開所以降、国内外からの
ご視察者は 500 人を超え人材の交流も活
発化しています。

これまでに得られた成果

環境回復・放射線分野

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

2016年度開始

02
エネルギー分野

会川鉄工株式会社
福島県の「阿武隈、浜通りエリア風力発電構想」における風力発電タワー受注獲得を目標とした、小型・大型タワー

の実用化開発を行います。タワーの実証機を製造し、各工程での検証を行い、製造技術の取得と各作業工程の標
準化、コストダウンを図ります。

実施期間：2016 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市

福島阿武隈、浜通り、風力発電構想の発電タワーの
国産化に向けた実用化開発
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

日本での風車タワー国内製造実績がほとんど

各風車メーカーの要求仕様に基づき、メーカー側との仕様に関わる

なく、現状では海外からの輸入に頼っています。

協議を行いながら、タワーの試作を行い、各工程での製作工法の検証

また、輸入品と比較して国内生産品のコストが

と作業標準化による製作費の削減の検証を行います。また、風車タワー

高値となっており、大幅なコストダウンが必須

加工用の特殊な機械を利用した各加工が高い精度でできるかどうか検

となっています。2017 年 7 月に竣工した弊

証を進めていきます。日本ではほとんど経験のない風車タワー製造に

社の日本初となる風車タワー専門工場にて、タ

ついての技術を習得し、経済性のあるタワー製造を行えるようになれ

ワー国産化へ向けた実証開発を行います。

ば、風車メーカーのサプライヤー認定を取得することができ、日本初
の国産風車タワーメーカーとして風力発電産業集積へ寄与します。

研究（実用化）開発の目標
福島で計画されている風力発電構想へのタ
ワー納入を皮切りに、最終的には国内に建設さ
れる風力発電機全ての機種を製作・販売できる

試作タワー

ように動いていきます。風車タワー製造が本格

風車

軌道に乗った後、売上 3,750 百万円、直接新
規雇用数 60 人を目標とします。

作業の様子

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
本事業の実用化により、福島浜通り産

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
日本では経験のない風車タワーの製造

タワーが証明され、受注を獲得すること

技術習得、調達・運送・切断・曲げ・プ

の企業への消耗品・材料発注、部品加工

等で各ユーザーが要求する品質・仕様を

により、浜通り地域をはじめとした多く
発注することとなり、風力発電産業集積
が見込まれるとともに、弊社による日本
初の風車タワー専門工場にて新規雇用者

数 30 名以上の波及効果が期待されます。

第二タワー工場

福島阿武隈、浜通り風力プロジェ

クトの大型風車約 300 基が来年か

レス・溶接・組立・塗装・メッキ・検査

ら本格的に動き始めるので、当社

として今回メイド・イン・ジャパン、

満たすタワー部品製造技術習得により、

会川鉄工株式会社
代表取締役
会川文雄

戦える金額に近づくことができました。

モノづくりからメンテナンスまでの産業で先頭に

大幅なコストダウンを達成し、海外と

2019 年中に大型風車タワー受注、製作
開始を目標としています。

メイド・イン・福島のタワーを納

入していきます。風力産業の集積、

たって邁進していきます。
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共栄株式会社

エネルギー分野

食品廃棄物をメタン発酵させバイオガスを回収し、発電機で電気・排熱を活用する方法としてバイオガス発電

があります。建設から運用までのコスト削減と効率化を図り、地域毎に設置が可能な小型バイオガス発電システ

ロボット分野

03

ムの開発を行い、今まで有効利用されていなかった食品廃棄物をエネルギーに変換させる研究を行っています。
実施期間：2016 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性
小型バイオガス発電システムが実用化されれば、県内のみならず日

が有効利用されずに焼却などにより処分されて

本国内で一般廃棄物として処分されている食品廃棄物を原料とする発

います。バイオガス発電も食品廃棄物を有効利

電システムが普及し、地産地消型の再生可能エネルギーによる発電と

用できる方法のひとつですが、採算性・食品廃

して電力供給、二酸化炭素の排出抑制に貢献できます。

棄物の調達・消化液処分などの問題で導入が進

また、発電システムの製造・販売が事業として成り立ちます。将来

んでいないのが現状です。小型バイオガス発電

的には一般家庭から出る食品廃棄物を効率よく収集し、それらを無駄

システムの開発により、それらの問題を解決し

にすることなく発電できるような社会構築が可能です。

ようと考えています。

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標
実用化開発が 2019 年度までに達成できれ
ば、発電システムの主要部分を浜通り地区で分
散製作・販売することにより、3 年後の 2022
年度において 6~10 億円の売上、5~10 名程度
の雇用が見込めるものと考えます。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

これまでに得られた成果

大・中規模のスーパーマーケットが多

■加水槽、発酵槽の材質をステンレスか

量を調査し、回収方法を検討した上で発
定です。飲食店や旅館・ホテルの廃棄物

2040 年頃には県内エネルギー

らコンクリートに変更

需要の 100% 相当量を再生可能エ

⇒コストダウンに成功

■発酵槽内にメタン菌の滞留時間確保の
為、様々な種類の炭素材を採用
⇒発酵効率が向上

ネルギーで生み出すことを目標に
共栄株式会社
新事業室 営業課長代理
佐川剛史

している本県にとって、普及促進
のためには社会構造や意識を変え

ることが重要であると考えます。

が利用可能となれば、いわき市内だけで

■板式上下撹拌方式を採用

バイオガス発電事業は食品廃棄物をエネルギーと

のと考えます。

■前処理として破袋分別機を導入

して農業利用が可能です。循環型社会の構築のた

も相当数の発電プラントが建設できるも

⇒電力消費量が低減
⇒作業時間短縮

して利用でき、また発酵後に出る消化液を肥料と
め、本事業に関心のある事業者、農業従事者、行
政の方々のご理解、ご協力をお願い致します。
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電プラントを建設し、売電事業を行う予

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

環境回復・放射線分野

プラント全景

数あり、そこから排出される食品廃棄物

環境・リサイクル分野

日本では年間約 1,500 万トンの食品廃棄物

数ある他、飲食店や旅館・ホテルも相当

エネルギー分野

小型バイオマス発電システムの商業化に向けた開発計画

2017年度開始
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株式会社クレハ
フッ素樹脂は優れた化学的安定性を有しており、様々な用途で利用されています。本検討では、近年、蓄電デ

エネルギー分野

バイスとして需要が増加しているリチウムイオン電池のさらなる高性能化に寄与できる新規フッ素樹脂の開発を

目指しています。その他、金属等重量素材をフッ素樹脂で置き換え軽量化することで作動エネルギー低減を目指
した開発、さらには、高効率な製造法開発も併せて行っています。

実施期間：2017 年度〜 2019 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市

新規なフッ素樹脂の開発とその製造技術

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

リチウムイオン電池では、用途に依らず、小

近年のエレクトロニクス分野の進展は目覚ましく、IoT への注目度

型・高容量化が求められており、今後、電池形

も日に日に上がってきているが、IoT 関連技術の中で蓄電デバイスの

態が多様化してくると予想されます。多様化す

進化は相対的に遅く、蓄電デバイス技術の革新が求められています。

るニーズに適応するため、電池材料となるフッ

また、エネルギー源 CO2削減の動きが活発化してきており、再生可能

素樹脂には、電池作製プロセス適性を加味した

エネルギーを安定的に運用するために蓄電デバイスは注目されていま

上での性能向上が求められています。また、蓄

す。さらに、エネルギー源 CO2削減としては自動車・航空機などの軽

電池市場拡大に伴うフッ素樹脂需要増加を見込

量化も重要な技術テーマとなります。こうした中において、電池性能

んでおり、生産性向上が必要であります。

向上に寄与できうるフッ素樹脂開発、あるいは金属等重量素材の代替
材料としてのフッ素樹脂およびその加工技術開発を行う意義は大きい
が、フッ素樹脂を量産すること自体、特殊な技術を要するものです。

研究（実用化）開発の目標
平成 34 年度（2022 年度）頃に新プラント
での生産開始を目標にしています。そこに向け
て、平成 31 年度（2019 年度）まで段階的に
スケールアップ検討を進め、投資判断をする。

本検討では、弊社が有するフッ素樹脂製造に関する技術をベースに、
さらに、高機能化のための手法を加え、先進的なフッ素樹脂開発を行
います。開発に至れば、蓄電デバイス技術の革新、軽量化によるエネ
ルギーの効率運用に繋がる材料となりえます。

新プラントが操業に至ると、売上 50 億円相当
の事業創出、約 20 人の雇用拡大を見込んでい
ます。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
新規なフッ素樹脂の開発およびその製

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
昨年度のラボ検討で、電池の高容量化

造技術開発及びそれらの生産活動をいわ

に寄与できうる新規なフッ素樹脂を見出

経済活動の活性化に貢献します。さらに、

手法の実証に至りました。今年度は、昨

き市にて実施すると、雇用の拡大が図れ、
先進的な電池用途の新規なフッ素樹脂が

開発されることで、「いわき市＝蓄電池

材料産業」との認識・注目度は高まり、
電池関連分野の産業誘致の促進が図られ

るものと考えられます。産業誘致に至れ
ば、人財流入等により経済活動の活発化
が図られます。

「イノベーション・コースト構想」

は新たな産業基盤の構築を目指し

し、また従来比で生産性向上を見込める
年度の成果をベースに、ラボから一段ス
ケールアップし、パイロット検討を進め

ているが、そのためには、新しい
工業材料の開発、新しい社会シス
株式会社クレハ
渡辺 圭介

テムの構築、など個々課題の解決
はもちろんのこと、分野を跨いだ

ました。現段階で、スケールアップによ

連携は必須であります。イノベーション・コース

と同等物性の樹脂が製造可能であること

進め、新たなイノベーションを引き起こし、浜通

る課題は抽出されておらず、ラボ実証品
を確認しています。並行して、実生産可

能なプロセス案の構築も進めており、今
後は量産化へ向けて、実生産スケールで

ト構想を通して他分野・他企業と効果的な連携を
りの 〝 復興 ” から 〝 飛躍 ” へ転じることを強く願っ
ています。

最終的な確認を行います。
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エネルギー分野

創イノベーション株式会社
スィートソルガムの糖液搾汁残渣と地産木材を原料とし、100℃以上に加熱した高圧の水がもつ高い反応性を利

用する当社新開発の準連続式亜臨界水熱爆砕処理システムを使用することにより、高性能のペレット燃料と有価
抽出物を生産します。高性能ペレット燃料とスィートソルガム糖液から製造するバイオアルコールによるバイオ

ロボット分野
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マス発電熱供給事業を実現させ、新産業の創生と農林業復興を目指します。
実施期間：2017 年度〜 2019 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市、飯舘村

現状・背景

エネルギー分野

農林残渣を対象とする有価物抽出・
高熱量ペレット燃料製造準連続処理系の技術開発
研究（実用化）開発のポイント・先進性
本事業では、エネルギー作物栽培事業とバイオマス発電熱供給事業

効率化や副産物利用を徹底しないと収益性が確

に十分な採算性と事業安定性を付与するために必要な「エネルギー作

保できません。一方、地産木材によるバイオマ

物残渣から高性能ペレット燃料と高付加価値副産物を製造する」新技

ス発電熱供給事業は、木材の安定確保が困難で

術の開発を行っています。本技術には、

事業化が進んでいません。新開発技術によって

①スィートソルガム残渣を原料として、木質チップ級の熱量をもつ低

作物残渣から高性能ペレット燃料が生産でき、副

灰分高性能ペレット燃料の生産と付加価値の高い副産物の抽出生産

産物からも収益が得られるようになれば、両事

ができます。

業を一体化し浜通りに展開することができます。

②酸やアルカリなどの薬剤をほとんど使用しない処理方法によるので、
環境負荷が低いです。

環境・リサイクル分野

エネルギー作物栽培事業は、燃料生産工程の

③プロセスを根本から見

2021 年を目標に、浜通りに 1,000 ha 以上
の規模のスィートソルガム栽培事業と、1 MW
級以上のバイオマス発電所による熱電供給事業
を組み合わせた標準モデル事業を立ち上げます。
この標準モデル事業 1 件で総額 15 億円の売

直し、総合的にエネル

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標

ギー利用効率が高い、
低コスト処理システム
を構成しています。
といった特徴があります。

上げ、50 億円の設備投資、雇用 50 名以上を
見込んでいます。森林資源の利用についても、
実証設備の行政機関による視察

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

これまでに得られた成果

本事業で開発する新技術によれば、中

①スィートソルガム残渣から木材チップ

小規模でもエネルギー作物栽培事業とバ
イオマス発電熱供給事業の採算性が確保

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

で、最小限の経済的なリスクで新産業の

ました。これによりアルコール発酵工

また、スィートソルガム栽培事業は、

農地保全と農業復興に資するものです。
森林資源の活用については、本格的に
は森林除染の進捗を待つ必要があります

が、小規模な森林バイオマス利用に対し
ても適用できるので、林業復興のスター
トアップにも寄与できます。

保存を可能にする新プロセスを開発し
程の年間平準化が可能になり、コスト
ダウンが期待されます。

③従来の燃料用エタノール製造工程を簡素

栽培とバイオマス発電に採算性を
創イノベーション株式会社
代表取締役社長
神保安広

与えるものです。また、新産業の
導入や新規雇用を創出するだけで

はなく、農林業の復興にも資する

ものです。既に、本技術に興味をお持ちの行政や
企業の方々が実証現場を視察されております。

本技術は、浜通り地域等のバイオマス産業都市

化した低濃度エタノールの製造工程を開

構想や中小規模のバイオマス電熱供給システム導

るディーゼル発電の検討を開始します。

ではないかと思います。ご相談やご要望をお待ち

発しました。次年度から、この燃料によ

④リンなどの有価成分をより低コストで

抽出利用するプロセスを開発しました。

入を計画中の市町村や関連企業のお役に立てるの
しております。
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医療機器等分野

②スィートソルガム搾汁糖液の長期室温

創生・導入が可能です。

事業化が困難なエネルギー作物の

料の生産方法を開発しました。

できるので、経済的合理性を保ちながら
事業規模を順次拡大していくことが可能

本技術は、従来は中小規模では

相当の発熱量をもつ低灰分ペレット燃

環境回復・放射線分野

除染の進捗に合わせて順次進めていきます。

2017年度開始

06
エネルギー分野

株式会社タケエイ
従来 RPF 製造に不向きとされている建設廃棄物から RPF を製造し、それを燃料に廃棄物発電することで、安価

なクリーンエネルギーかつベース電源を確保することができます。本研究においては、建設廃棄物を燃料として

使用するために必要な品質（カロリー、有害物質濃度）を管理するために、様々な選別技術を定量評価し、製造
工程の最適化状況を導き出します。

実施期間：2017 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：相馬市

発電用燃料としての建設廃棄物からの高品質 RPF
（廃プラスチック固形化燃料）製造技術の開発
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

建設廃棄物由来の廃プラスチック類はほとん

タケエイでは、国内初の RPF を主燃料とする発電事業を計画してい

どが単純焼却や埋立処分されているのが現状で

ます。燃料となる RPF は福島県内及び首都圏から発生した建設廃棄物

す。最終処分場の逼迫や、中国の廃プラスチッ

由来のプラスチックを原料に製造する計画です。

ク類の輸入禁止（2017 年 12 月）により国内で

これまでの建設廃棄物由来のプラスチックは排出される過程での汚

の廃プラスチック類の滞留が問題となる中、建

れ等により、カロリーや有害物質含有量等、品質が不安定であり、発

設廃棄物由来の廃プラスチック類を発電燃料に

電燃料としては不向きでした。本研究開発では、カロリー、有害物質

することによって、資源の有効利用やエネルギー

含有量の品質安定化を図ることを目的に、製造工程の最適化条件を導

の自給率の向上に寄与できると考えています。

き出します。
さらに今後は、地元地域への電気の供給や、得られた安価な新エネ
ルギーを利用した水素製造など新たな取り組みも行っていく予定です。

研究（実用化）開発の目標
RPF の製造開発においては、バリスティック
セパレーター、ジグザグセパレーター、乾式洗
浄機、光学式選別機、RDF アナライザーなど様々
な装置に対して、機械ごとの灰分の除去率、有
害物質の除去率を定量化し、それらについての
知見を蓄積します。そしてそれらの知見に基づ
き、品質の安定した RPF 製造工程の最適化条
件を導き出すことを目標とします。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
本事業では、福島県内及び首都圏で単

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
本研究ではカロリー及び有害物質含有

純焼却、あるいは埋立処分されている建

量の品質が安定した RPF 製造工程の確

RPF 原料の集荷を行います（2 ～ 3 万

リーの要素である灰分をほぼ 10％以下

設廃棄物由来の廃プラスチックを対象に

トン / 年）。製造した RPF は全量を RPF

発電所（約 7,000kW）の燃料にします。

発電した電力（約 55,000MWh/ 年）は、
地元公共施設や周辺の工場等へ供給する

ほか、将来的には電解水素製造に利用し

ます。年間売上規模は RPF 原料の集荷・
製造で 2 ～ 3 億円、RPF 発電で 7 ～ 8
億円程度であり、総投資額は約 40 億円
を想定しています。

本研究開発を行い RPF 発電を事

業化することにより、将来的には

立を目的としています。昨年度は、カロ

廃棄物の適正処理、ゼロエミ化（廃

棄物ゼロ化）、付加価値化、クリー

に低減できることが立証できました。今

株式会社タケエイ
主任
飯坂真

ザーを使い、有害物質（塩素分、硫黄分

の事業（水素事業等）を一体に展開することで、

管理を行っています。現在までに光学選

と考えております。

年度は、光学選別機及び RDF アナライ

等）の除去効果の解析及び RPF の品質
別機の条件（感度、搬送速度等）による

ンな電気の創出といった川上の事
業と低コストの電力を用いた川下

新たな技術開発と多くの人材雇用の創出ができる

塩素分除去率についてその傾向を解析し
ています。今年度中には、一定の基準に

適合した RPF の製造工程が確立できる
よう研究していきます。
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2017年度開始

バックス情報システム株式会社

エネルギー分野

電池駆動型無線通信システムにおいて、親機と子機の双方向通信時の電池寿命が課題となっています。当課題

を解決することで、風力発電装置の軸受など電源供給が難しい場所における状態監視・センシングが可能になり、

ロボット分野

07

発電装置の最適な運転条件を検証することができます。

実施期間：2017 年度〜 2019 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市

研究（実用化）開発のポイント・先進性

■現状の風力発電施設内のセンシングシステム：

■弊社のセンシングシステムは、無線通信なので、以下の問題を解決

光ファイバーによる有線通信

する

⇒問題点： ケーブル断線の恐れがあり、シス

・ケーブルの断線の恐れがない。従って、システムの冗長化が不要
⇒システムの低価格を実現

テムの冗長化が必要でコスト高
■無線電波の届かない場所に設置された風力発

の子機、親機と双方向通信

電施設の遠隔監視が不可能

で電池寿命 1 年を実現

研究（実用化）開発の目標

・各種センサを搭載した
子機を電源供給が困難

■風力発電施設の遠隔監視
・振動センサ、歪みセンサ等によるタワー部

・タワーの上層部と下層部の振動差の監視
■地熱を利用した空調機の遠隔監視

・無線電波の届かない場所

■セメント材の温度監視 (U 字溝等の製造 )

に設置された風力発電施

・温度上昇及び温度下降の監視

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

究を進めるにあたり協業
する）

■電子回路基板の組立をい
わ き 市 内 の 山 幸 電機（株）
様へ外注

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
開発した技術

昨年度、紹介しました「ウィン

・子機センシング時間 (0.5 秒 ) と親機からの周期的アクセス
（10
秒間隔）を考慮した通信方式の確立
・親機と子機間の通信距離延長のための中継機同士の自動認識
方式 ( 特許出願中 )
・ドローン搭載機と親機間の通信方式の確立

開発した機器
■子機 1

・歪みセンサ、風速センサ、外部温度センサを各 1
搭載

■子機 2 ・歪みセンサ ×3 搭載
■子機 3 ・振動センサ、外部温度センサ、子機内部温度センサ
■中継機 ・屋外設置用ケースの採用
■親 機 ・大量のセンシングデータのバッファリング
■ドローン搭載機 ・飛行中のドローン搭載機と親機間の通信

ドバレープロジェクト」は、「いわ
きウィンドバレー推進協議会」に
バックス情報システム株式会社
課長代理
鈴木潤一

名を変えて継続しています。

いわきウィンドバレー推進協議

会のメンバーは、いわき市内の企

業のみならず県外企業も参画しているため、昨年
度の「ウィンドバレープロジェクト」よりはるか
に多い会社が参画しています。また、参画各社の
参入目的が明確となりました。今後、これをどの

様に活かして且つ、どのように組織すべきかが重
要です。そのため、いわき産学官ネットワーク協

会様が主導権を取って、組織を纏めて頂くことを
期待致します。

₆3

2018年度版 浜通りの未来を拓く実用化開発プロジェクト

福島県地域復興実用化開発等促進事業

医療機器等分野

いて、東京大学と協同研

システム構成

環境回復・放射線分野

設の遠隔監視が可能

・セメント材の水分量の監視

マートメンテナンスにつ

■親機と子機間に中継機を 3
の通信距離を実現

・流量監視

との協業（風力発電のス

数の大幅な削減
台設置することで、3.2km

・温度監視

■いわき市内の東北ネジ様

が可能
⇒電 池 メ ン テ ナ ン ス 工

⇒東京大学と協同研究予定

進協議会への貢献

な場所に設置すること

農林水産業分野

のネジの振動監視

■いわきウィンドバレー推

■弊社のセンシングシステム

環境・リサイクル分野

現状・背景

エネルギー分野

無線通信制御方式改善による電池寿命延命化の実証

2018年度開始
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東北ネヂ製造株式会社

エネルギー分野

福島県阿武隈山系における風力発電構想の大型風力発電関連事業へ参入し、地域企業からの安定したボルトの

供給を行うため、
「太径」、
「高強度」、
「高耐久性」の連結ボルト、アンカーボルトの実用化開発に取り組んでいます。
実施期間：2018 年度〜 2020 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市

大型風力発電プロジェクト向け高強度・高耐久、
太径タワー連結ボルト、アンカーボルトの実用化開発
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

大型風力発電設備は大型化に伴い、使用する

実用化開発における開発要素の検証・検討を行い、開発試作品であ

ボルトは高強度で太径 ( ボルトサイズ：M36 ～

るアンカーボルト・タワーボルトの製作を開始。各種試験（締切試験・

M64) になる傾向があります。また、回転する大

耐久性能試験等）を行い不合格品については、トライアンドエラーを

きなブレード（羽）をタワーで支えている為、
タワー

繰り返し実施し性能を高めていき、合格品になり公的規格、ベンダー

本体には常に疲労荷重がかかることにより、タワー

規格を取得し市場投入における実用化を目指す実用化開発になります。

連結ボルトにも疲労荷重が常にかかっています。

国内の風力発電設備に使用するボルトの高耐久性について特別な要求

大型風力発電設備に使用されるボルトは高強度で

事項として「締付け試験」「リラクセーション試験」が規定されていま

高耐久性（疲労特性）が求められています。

す。高強度で高耐久性をもつボルトの開発として、ボルトとナットの
ねじ形状を改良し高耐久性のボルトの開発を行ないます。

研究（実用化）開発の目標
想定される市場については、2030 年度までに
3620 万ｋ W の風力発電設備導入が予測されてい
ます。各風力メーカーは阿武隈山系および福島県
浜通り沿岸地域を中心とした大規模ウィンドファー
ムへの参入準備を進めており、東日本ウィンド
ファームにおけるボルト供給拠点として、当社は各
風車メーカーより大きな期待が寄せられています。
2021 年度から 2 億円の受注を目標としています。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
地元経済への波及効果としては本事業

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
高強度で高耐久性をもつボルトの開発

により売上増加が見込まれ、浜通り地域

として、ボルトとナットのねじ形状を改

る浜通り企業への当社からの発注依頼も

きました。おねじとめねじの組み合わせ

への経済効果が大きく予想され、関連す
見込まれます。そして雇用創出も見込ま
れ、当社は大型風力ボルトの事業化に際
し福島県浜通り地域の人材を製造職で新

規採用を予定しています。このように福
島県浜通り地域に籍を置く当社は事業化
の展開として地元経済への貢献を図って
まいります。

浜通り地域の復興には、地元企

業の活躍が必要不可欠であり、い

良し高耐久性のボルトの開発を行なって
で最適な形状を検討、試作、試験を実施

しました。従来製品より締付試験の性能
を向上させることができ、現在、大臣認

定取得に向け第三者機関による評定を進

めています。タワー連結ボルトの技術的

わき地区と相双地区の企業が連携
東北ネヂ製造株式会社
執行役員 技術研究開発部長
白河雅彦

し合い産業集積・雇用の拡大を行

い地元経済の活性化を図っていき、
浜通り地域の復興に向けた実用化

開発事業を展開していきたいと考
えております。

ノウハウをアンカーボルトにも水平展開
しています。

₆₄

2018年度版 浜通りの未来を拓く実用化開発プロジェクト

福島県地域復興実用化開発等促進事業

2018年度開始

エネルギー分野

株式会社ナラハアグリ
事業全体では、エネルギー農業を核とする「耕」と受精卵移植を核とする黒毛和牛繁殖事業「畜」を組合せた

高収益率である農業の実用化・事業化を目的としています。その第一段階として、当該事業では植物の乳酸発酵

ロボット分野
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物を材料とする新しいエネルギーシステムに関する研究開発を行います。

実施期間：2018 年度〜 2020 年度

実用化計画開発実施場所：楢葉町

現状・背景

エネルギー分野

耕 畜 エネルギー連携による
持続的循環型もうかる農業の創出
研究（実用化）開発のポイント・先進性

「再生可能エネルギーの飛躍的推進による新た
な社会づくり」の実現が掲げられています。
これは、相双地区の復旧・復興・創生を願う
弊社の企業理念と相違ありません。本事業計画

成果目標Ⅰ：新しいバイオガス生産システムの確立
■イニシャルコストが従来技術の約半分である生産システムの構築
■事業の展開に応じて容易に増設が可能なシステムの構築
■バイオガス生産効率の高い材料ベストミックスの判明による高効率
生産システムの構築

に参画する連携企業、協力を取り付けた大学お
よび地域の農業生産者と協議を重ねた結果、収

成果目標Ⅱ：新しいバイオペレット生産システムの確立

益性の高い耕畜エネルギー連携農業の確立がそ

■バイオペレット用原材料のベストミックスの判明

れらの推進の一助になると考えました。

■燃焼カロリー、カリウムと塩素の含有量の判明

環境・リサイクル分野

福島県再生可能エネルギー推進ビジョンでは

■屋外保管が可能であるボール型バイオペレット（試作品）の完成

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標
平成 30 年度から 3 ヵ年でバイオガス生産シ
ステム及びバイオペレット生産システムを構築
することで、「耕」での新たな再生可能エネル
ギー生産システムを研究し、エネルギー農業と
しての基幹技術の確立を目標とします。

本事業計画に参画する連携企

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
化石燃料から代替燃料への転換手段とし

本事業のバイオガス生産システム及

て、イネ科の穀物である「ソルガム」を活

ねながら収益性の高い耕畜エネ

町エリア内での栽培は成功し、収穫後に燃

産業クラスターの形成を図りな

酸発酵させること）も無事に完了しました。

び地域の農業生産者と協議を重

びバイオペレット生産システムの確立・

用した固形燃料の製造を目指しました。楢葉

実用化・事業化は、イニシャルコスト
が従来の半額以下であり安定的な燃料

料化の第一ステージであるサイレージ化（乳

株式会社ナラハアグリ
代表取締役
片寄利剛

がら順次ビジネスモデルとして

また、規制において燃焼を前提とした専焼用

ギーにおける課題を解決する有用な手段と考えます。

環を促していきます。農林水産

存在するが、被災エリアで栽培したソルガム

ア発の新産業として高い競争力を有した戦略的産業

ルギー連携農業の体制を確立し、

の展開を念頭に地域経済へ全循
業プロジェクトにおけるバイオ
マス事業の優れたモデルケース
になり得ると考えます。

固形燃料の場合、含有成分に一定の基準が

の K、Na、Cl 低減処理とその事前分析にお

いて基準値を超えるものは検出されません
でした。これにより次年度のバイオガス生産

システム及びバイオペレット生産システムの
構築へ進展させることが可能です。

及び稼働の確保、システム特性による

循環型サイクルなど現状の再生エネル

いずれも世界初成功となるシステムの為、楢葉エリ
になると期待しています。新たな地域産業及び経済
効果を創出するために、福島県浜通り地域１５市町
村の企業や農家等を優先し産業クラスターを形成し

て実行することで被災エリアから復旧・復興の一助

としたく、今後お力添えをよろしくお願い致します。

₆₅

2018年度版 浜通りの未来を拓く実用化開発プロジェクト

福島県地域復興実用化開発等促進事業

医療機器等分野

業、協力を取り付けた大学およ

環境回復・放射線分野

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

2018年度開始
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国立研究開発法人国立環境研究所
新地町および 11 の企業が設立した新地スマートエナジー㈱と連携して、新地で先導するスマート都市事業から

エネルギー分野

得られる情報・知見を共有して、分散型の地域エネルギー事業を中核とする新たな復興・まちづくり計画の調査、
作成、設計と運営を支援する、汎用型の計画・評価システムを開発しています。地域の資源立地、空間特性を活
かして効率的なスマートエネルギー事業の設計、運用体制等の検討を可能にします。
実施期間：2018 年度〜 2020 年度

実用化計画開発実施場所：新地町

汎用型地域エネルギーマネジメントシステムの設計と
復興・まちづくり計画・評価システムの開発
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

大震災以降の最優先命題となった強靭な国土

新地町で構築する官民連携の先導的なスマートコミュニティ事業を

づくりに向けて、地域分散の自立型エネルギー

パイロットモデルとして、地域エネルギーの超高効率化を可能にする、

システムとそれを活用するまちづくりが緊急の

画期的なエネルギー制御システムと、周辺地域での新たな再生エネル

課題となっています。自治体と企業、住民が連

ギーの活用を含む地域エネルギー事業の面的展開とエネルギー基盤、

携する新しい地域のエネルギーインフラ設立と

情報ネットワークを地域の活力と暮らしの快適さにつなげるまちづく

その効率運用を可能にする情報ネットワークを

り等の計画支援システムを提供します。地域エネルギーとまちづくり

暮らしのサービスに活かす
「社会イノベーション」

の計画パッケージシステムとして汎用化することにより、地域の特性、

の目標像とそこへのプロセス構築を目指します。

地域資源を活用する小規模な自治体、地区でも実用が可能なエネルギー
まちづくりのソリューションを提供します。

研究（実用化）開発の目標
自立分散型の地域エネルギーシステムとそれ
を活用するスマートまちづくりのガイドライン
と、そのための基本技術モジュールの地域ごとの
パッケージ計画策定のプロセスを、
福島県自治体、
国内の SDGs 未来都市自治体へ提供します。新
地町でのスマコミ事業の運用をパイロットケース
として施設見学や研修、人材育成の機会を活用
してコンサルティングシステムを構築します。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

これまでに得られた成果

新地町で地域エネルギー事業を中心と

■新地町の住宅や施設における需要調査

した新たなまちづくりが行われ、適切な

施設の立地誘導と運営することで、商業、

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

■エネルギーマネジメントの基礎検討を行

地における地域エネルギー事業の施設見

御システムの理論体系を構築しました。

学、研修、人材育成の機会形成による専

門家および地域コミュニケーター等の雇

用創出の効果が期待できます。さらに、
新地町における地域エネルギー事業の波
及効果を町全体へ誘導して産業活動の促

進とともに、各地での地域エネルギーま
ちづくり事業の実現への事業展開を期待
します。

型の地域エネルギーなど様々なエ

ムのプロトタイプの開発を行いました。

飲食施設、宿泊施設、温浴施設、施設園
芸等の事業をサポートします。また、新

福島では自然エネルギーや分散

に基づき、エネルギー需要予測システ

い、地域エネルギーを最適化する需給制

ネルギーシステム革新が進められ
国立研究開発法人国立環境研究所
社会環境システム研究センター長
藤田壮

ています。エネルギーの新しい供
給側の技術イノベーションの仕組

みを暮らしの快適さとともに、持

■地域エネルギー事業と連携する技術導

続可能なまちづくりを次世代と未来へ共有するた

ネレーションシステム等の基本調査と

組みを提供する社会イノベーションを実現するナ

入に向けて、スマートアグリ、トリジェ
計画作成、風力発電等の開発システム
を構築しました。

■地域エネルギー事業の導入・普及シナ
リオを設定するため、地域展開による
効果の算定手法の構築を進めました。

めに、需要側で効率的に活用するスマートな取り
レッジコンサルティングを進めます。新地町での

パイロットケースの試みを浜通り全体の地域の社

会システムとして共有して、自治体と地域企業、
専門家が連携する新しい復興のスタイルを構築、
提供することを目指します。

₆₆

2018年度版 浜通りの未来を拓く実用化開発プロジェクト

福島県地域復興実用化開発等促進事業

2016年度開始

株式会社ＩＨＩ

環境・リサイクル分野
再生可能エネルギーの潜在的な余剰電力を活用して下水汚泥を乾燥させることにより，減容化・燃料化する下

ロボット分野

01

水汚泥処理システムの実用化開発を行います。

実施期間：2016 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：相馬市

現状・背景

エネルギー分野

地域の再生可能エネルギーの最大活用を目指した
下水汚泥処理システムの実用化開発
研究（実用化）開発のポイント・先進性
■高効率な乾燥機システムと最適運転制御の開発

ありますが，汚泥乾燥処理システムの導入費

乾燥途中で高粘度になる汚泥を乾燥させる乾燥機の撹拌技術と，汚

用や運転・保守費用の制約から当地域の下水

泥投入方法を構築します。また、電気から変換した熱エネルギーを効

汚泥は県外業者に産廃処理を委託しています。

率よく使うため，乾燥時間を短縮し，必要な動力を低減します。

■再生可能エネルギー（再エネ）の余剰電力が

■再生可能エネルギーの余剰電力を最大活用可能なエネルギーシステ

発生しています。電力系統容量の制約から太

ムの開発

陽光・風力発電電力等の系統接続・逆潮流が

変動の大きい再生可能エネルギーの余剰電力を熱エネルギーに変換・

できないケースが増加しています。

蓄熱し，乾燥機への最適な熱供給を行います。これにより再生可能エ
ネルギーの地産地消の実現に貢献します。

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標

環境・リサイクル分野

■下水汚泥には潜在的に未利用のエネルギーが

2018 年度に、効率改善によるコスト低減に
ついて、実証機を用いた所定の実用化開発を完
了しました。
2019 年度は、新たに獲得した解析・評価手
法によって、自社研究において更なる効率改善
を継続検討します。また相馬発の実績をベース
に、乾燥システムを国内の同規模の下水処理場

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

CEMS: Community Energy Management System. 電気を上手に使うための制御装置です。

これまでに得られた成果

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

■下水汚泥処理費用の削減

■実証機本体設計・製造・据付・試運転

■国のエネルギー基本計画では再生可能エネル

場合、下水汚泥の削減量は約 900t/ 年、

■再生可能エネルギー最大活用のための

当実証機クラスの設備が事業化された

削減効果は約 1600 万円 / 年となります。
効果を見込むことができます。
■研究員の交流人口増

2018 年 4 月の実証開始以降、ご視察者は

200 人を超え、大変ご好評を頂いています。
■運転・保守人員の成長

太陽光発電との連携システム構築

CEMS からの指示に応じた再エネ電

気の地産地消を実現し、熱利用の構築プ
ロセスを確立しました。

■更なる乾燥機熱効率改善を目指した解
析モデル構築

実証研究の成果として、時間帯により

当事業を通じ、地元の協業企業でボイ

高粘性となる下水汚泥の解析・評価技術

プロセスを自律的に遂行できるレベルに

サイズの実証を回避した上で効率改善に

ラ技士が新たに 3 名合格し、全ての運転
達しています。

ギーの導入が更に加速され，電源系統容量の制

約で系統に送れない「余剰電力」が増加します。
相馬発の実績をベースに、これを活用し，産廃
処理している下水汚泥の減容化，燃料化を行う
システムを実用化，事業化していきます。

■協業企業の皆さんは、全くの素人から精力的に
勉強して資格を取り、自律的に運転出来る様に
なりました。心からの敬意を表するとともに地
域への希望を新たにしました。

を獲得しました。これにより高額な実機
向けた評価が可能となります。
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また、効率化検討の結果、最大 1.5 倍の

を完了しました（FY2017）。

環境回復・放射線分野

に展開させるべく活動を開始します。

2016年度開始
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株式会社クレハ

環境・リサイクル分野

私どもが日常に使用するプラスチックは年々消費量が高まっており、世界で３億トンにも達するとも言われて

います。そのうち、１千万トンほどは海洋に流出しているとの試算もあります。この海洋に浮遊するプラスチッ

クゴミによる海洋汚染はどんどん深刻になってきております。クレハは、一般家庭で日常品に使用されたのち、
万が一海洋に流れ出ても海を汚さない “ 生分解性プラスチック ” を開発しています。
実施期間：2016 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市

新規な環境適合性樹脂の開発

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

■事業化に向けた品質とコストで生産可能な、

■開発中の生分解性プラスチックはこれまでは研究段階の製造法しか

生分解性プラスチックの工業的製造技術の確

報告されていませんでした。そのため実用化・事業化にあたって工

立を目指します。

業的製造方法の確立は必須であり、重合反応を見直し工業的な生産

■生分解性プラスチックの用途に適合した加工
技術の開発を目指します。

方法を開発します。
■海洋ゴミになりやすいプラスチックとして洗顔剤などに用いられる
0.3 ミリ程度の微小プラスチック（スクラブ材）がありますが、そ
れよりさらに超微小なプラスチック粒子もファンデーションなどの
化粧品に日常的に使用・消費されており、欧州ではこれら化粧品用
マイクロプラスチックの規制も検討が開始されています。そこで生
分解性樹脂の超微小微粒子への加工技術を開発します。

研究（実用化）開発の目標
事業化決定後 2030 年ごろまでには、用途の拡
大を見据えつつ普及させ、収益化を目論みます。

図 海洋汚染課題への取り組み

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

これまでに得られた成果

■新規の環境適合性樹脂とそれを用いた

■製造装置に原料を連続的に投じ、反応

動をいわき市にて実施すると、雇用の

性プラスチックを製造する技術を確立

商品化の研究開発及びそれらの生産活
拡大が図れ、経済活動の活性化へ貢献
できます。

■また、本生分解性プラスチックの原料
について、浜通り地区の化学メーカー

から調達の可能性を有しており、品質・
コスト面で目標値に入ってくれば原料
から製造まで拡げて浜通り地区の産業
復興に寄与できます。

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ
①太平洋に面している浜通りでは、

条件を制御することで安定的に生分解
しました。これにより事業化する際の

必要量に応じたスケールアップが可能
となります。

■超微小なプラスチック粒子の製造法を
開発しました。これにより、ユーザー
での評価を開始す

る こ と が で き、 事

海を大切にする研究や産業が発
展する素地があると思っていま

株式会社クレハ
総合研究所
山根和行

す。皆さんの熱い思いで浜通り
を発展させていきましょう。

②プラント建設や運転では、機械や電機の技術者

も必要です。化学に強いクレハですが、機械や
電機に強い人材にも期待します。また、原料面

で協力していただける企業様とは一緒に浜通り

業化検討に向け大

を盛り上げていきましょう！

きく前進しました。
プラスチック粒子
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株式会社クレハ

環境・リサイクル分野

現状の合成樹脂の製造において必ずしも原材料や熱エネルギーが効率的に利用されているとは言えません。本

検討では、現行プロセスと比較し、原材料や熱エネルギーをリサイクルすることにより環境負荷が小さく、かつ

生産性を大幅に向上させることにより製造コストの低減が可能な環境配慮型合成樹脂製造プロセスの実証開発を

ロボット分野

03

目指しています。

実施期間：2016 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市

エネルギー分野

環境配慮型合成樹脂製造プロセスの開発

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性
本検討の対象としている合成樹脂は、現状では海外の競合企業も含め

ネルギーを投入し無害化して廃棄処分したり、

て類似の製造プロセスで製造されています。本検討の環境配慮型合成樹

原料を反応させるために多大なエネルギーを投

脂製造プロセスが完成すれば、環境に配慮したプロセスでかつ生産性が

入したりしており、現状では環境負荷の小さな

現行プロセスより大幅に優れ競争力の高い世界初のプロセスとなります。

プロセスとは言えません。未反応原料のリサイ

自動車等の移動体において、金属を合成樹脂に代替して軽量化する

クル、熱エネルギーの有効利用により環境負荷

ことで省エネルギーに貢献しますが、本プロセスにより合成樹脂が安

の小さいプロセスの確立を目指します。

価に供給できるようになれば、さらに金属から合成樹脂への代替が進
行し、省エネルギーおよび炭酸ガスや有害排気ガスの排出量削減に貢
献するようになります。

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標

環境・リサイクル分野

合成樹脂の製造において、未反応の原料はエ

平成 32 年頃本補助事業で得られた知見を活
用して株式会社クレハいわき事業所内に新プラ
ント建設。新プラントの生産規模は、2,000t/
y ～ 10,000t/y 程度を、プラントフル稼働後
の売上規模は 50 億円 /y ～ 100 億円 /y 程度
を想定。また、50 名程度の雇用の拡大を見込
んでいます。

本検討の環境配慮型合成樹脂製造プロ

これまでに得られた成果
複数種の対象樹脂に対して、本プロセスをラボ、

セスは、コスト面においても海外競合企

ベンチ、パイロットプラントと規模を大きくしな

際的にも競争力を高められます。本プロ

熱エネルギーを効率的に活用するという本プロセ

業に対して大幅に優位なものであり、国

給可能となり、さらなる生産量の増大、
すなわち製造プラントの増設に結び付く
ものと考えられます。合成樹脂は、様々

な製品に使用されており、広範な産業を

支える基礎資材です。産業の基盤として、

がら実証を進めてきました。原材料のリサイクル、
スの基本原理が、スケールアップしても有効であ
ることが確認できました。

また、パイロットプラントが本格的に稼働した

ことにより、商業プラント設計のためのデータが
蓄積されつつあります。

こ れ ら の 結 果 と し て、

福島県浜通り地区に、世界的な合成樹脂

当初目標である環境フレ

いと考えます。

ある本プロセスの実用化

の供給拠点を有する経済的な意味は大き

「 イ ノ ベ ー シ ョ ン・

コースト構想」につい

ンドリーかつ低コストで

て、単に震災・原発事
故からの復旧を目指す
株式会社クレハ
特別研究室
主幹研究員
坂部 宏

のではなく、イノベー

ションにより他地域に
ない発展を目指すもの

であり、大いに期待しています。弊

社も本検討を通じて「イノベーショ
ン・コースト構想」に貢献し、地域
と共に発展したいと願っています。

の確度が向上しました。
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セスが実用化されると低価格で市場に供

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

環境回復・放射線分野

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

2016年度開始
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株式会社クレハ環境

環境・リサイクル分野

近年、様々な分野で使用されているカーボン製品には炭素繊維が使用されています。この炭素繊維の市場拡大

に伴い、関連廃棄物の発生量も大幅に増加しています。しかし、これら廃棄物は硬く燃えにくいことから処理困

難で、大半が埋立処分されています。そこで、炭素繊維を含む廃棄物から炭素繊維を回収し、さらには新たな用
途開発へ繋げることを目的に、炭素繊維の実用的なリサイクル技術の確立・実証開発を行います。
実施期間：2016 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市

炭素繊維リサイクル技術の実証開発

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

炭素繊維強化プラスチック（以下、CFRP）

CFRP は高耐久性・高安定性であるため 一般的な処理を適用する

に使用されている炭素繊維（以下、CF）は、軽量・

ことが難しいです。CFRP 関連廃棄物から CF を回収するリサイクル

高強度という特性を活かして多方面の用途に使

の場合、形態・形状・混合物などの問題に加え、樹脂の除去および分

用され、その市場が急拡大しています。同時に、

離技術の開発がポイントとなります。CF 回収技術はいくつか存在す

CFRP 関連での製造工程端材・廃材および使用

るが、廃棄物への汎用性が低く、一部の工程端材に限定されたリサイ

済み廃材の発生量も増加傾向にあるため、この

クルが行われているだけで、本格的な実用化はされていません。本研

廃棄物処理が国内外で課題となっており、リサ

究は CFRP 関連廃棄物に対する汎用性を重視した処理を目指し、回収

イクル技術の確立が急務となっています。

CF を原料とした試作および物性評価を行いました。また、成形会社等
との意見交換を開発にフィードバックして実用的な処理プロセスの構
築を目指します。

研究（実用化）開発の目標
まずは技術実証設備にて CF 回収技術を確立
させます。回収物を有益に活用させるために、
有識者および関連企業等と連携して用途検討・
リサイクルシステム構築などを進め、2020 年
を目標に福島県浜通り地域での実証プラントに
よる実用化を図ります。本格的な事業化の際に
は、2,000t/y の処理を想定（見込 : 売上 7 億円、
雇用者数 20 人）しています。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
CF リサイクルの福島県浜通り地域で

の事業化は、福島イノベーション・コー

スト構想の一つであるスマートエコパー
ク構想において、その一翼を担い、福島

県浜通り地域の産業復興に貢献すること

ができます。また、CFRP 廃棄物の収集

運搬およびプラントの運営管理、リサイ

クル CF の販売という新たな雇用が創出

されます。さらに、回収 CF は県内での
産業集積が図られているドローン等のロ
ボット産業用の部材への応用や次世代材

料の基盤材料への期待もでき、福島県浜
通り地域での新たな産業創出につながる
可能性があります。

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
平成 28・29 年度の 2 年間で様々な

CFRP 関連廃棄物に対応可能と思われる
技術を選定しました。また、技術実証設

備の導入および処理条件の見直しで、廃
棄物から回収した CF を用いて製品加工

まで可能であることを確認しました。実
際に製品製造会社で使用されるには「成
形方法や目的に合った中間基材」「成形
品での基礎物性」等の要求があったた
め、2 種類の中間基材さらに成形品を試

作し、基礎物性の評価および用途検討を
行いました。さらにサンプル製品を試作
してユーザーアンケートを実施し、製品
販売化についても確認しました。

株式会社クレハ環境

担当課長代理

小倉伸夫

CFRP 市場は急成長し、近い将来には関連廃棄

物の埋め立てが社会問題化すると予測されます。
福島県においても、水素利活用やロボット産業に
力を入れる方針であり、これらには CFRP は必

要不可欠な素材なことから、関連廃棄物発生量の
増加が見込まれます。産業廃棄物処理会社である

弊社が CFRP 関連廃棄物を含めた様々な廃棄物
処理、リサイクルを請け負うことで、県内企業の
新規事業をサポートできると考えます。また、回

収 CF の利活用を提案することで新商品の開発へ

の協力、新たな産業創出さらには CF 循環型タウ
ンが生まれることも期待しています。
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株式会社高良

環境・リサイクル分野

資源の少ない日本において、循環型社会の実現や資源効率の最大化は、持続可能社会を形成するために必要不

可欠です。今後の静脈産業のあり方として、動脈産業の状況を的確に捉え、新商品・新素材のリサイクル技術を

提案し続けることが重要と考え、静脈スキームが確立されていない先端素材等や有用金属の回収が十分ではない

ロボット分野
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廃棄物等を対象に、浜通りに高効率資源化の拠点を作ることを目標に技術開発します。
実施期間：2016 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市、大熊町

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性
PV ガラスのケミカルリサイクルにおいて、カルシウ

よび小型家電を対象に、リサイクルスキームの

ムを添加して加熱処理し、その後水洗処理することに

開発に取組んできました。ＰＶについては、解

よりセメントの忌避成分であるナトリウムを除去できる

題となるのが重量の７割を占めるガラスリサイ

ことが確認できました。セメント需要は年間 4000 万 t

クルの手法を確立し静脈物流が滞留しないこと

であり、その内の 20% 超がガラスの主成分であるシリ

を主眼に、また、小型家電は経済的な観点から

カです。シリカの需要は極めて大きいといえます。

高度選別による貴金属回収率の向上を重点に実
施しました。

小型家電リサイクルで
は、破砕工程でスクリー
ンサイズの条件を、また
選別工程で高磁力選別

浜通り地域でリサイクル事業を開始します。特
に、PV については 2020 年に事業を開始し、ま
ずは売上高 1,000 万円を目指し、段階的に施設増
強することで静脈物流の開拓および安定化を図っ
ていきたいです。小型家電リサイクルに関しても、
高効率化を図り排出状況と利益採算性を見て事業
化のタイミングを見極め、廉価家電もリサイクル

流選別機の組合せで最適
な組合せ条件を探索しま
した。組合せ条件は多数
あり、網羅することはで
きないまでも、スクリー
ンサイズの各選別機、回
収品位に与える影響など
を確認できました。

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
ＰＶガラスリサイクルに関しては、カ

ク構想で期待されている核となるリサイ

レットでのマテリアルリサイクルには

らの活動は、地域復興を促すとともに、

重要であることが判明しました。また、

クル事業の礎を形成することです。これ

ルや処理の受け皿としての機能を果たす
ものと期待しています。

さらに、本地域で多種多様な対象物の

リサイクル事業を発展させ、リサイクル
事業のコンビナート化を図ることによ

ロット管理や成分表添付等の体制作りが

ケミカルリサイクルを志向した場合、加
熱処理によりナトリウムを除去すること
によりセメント化が可能であることが確

リサイクルの広域処理の拠点、近
隣事業者の連携体制を構築するこ

とが可能になれば、復興はもちろ

んのこと、将来世代への浜通り地域の発展の礎と

小型家電に関しては、高度選別の組合

の企業、住民の皆様とあらゆる方面から応援をい

業には、技術的課題が残りました。

せ条件の最適化を行いました。今後さら

還住民の雇用の創出に役立つと考えてい

機の前処理としての破砕工程が鍵である

ます。

す。この優位性をうまく活かして、
株式会社高良
常務取締役
環境事業部長
高橋秀行

認できました。ただし、大型装置での操

り、福島県浜通りに日本で先端的な総合
リサイクル拠点の構築も可能になり、帰

しての優位性があると考えていま

に回収効率を向上させるためには、選別
ことが判明しました。

なります。この取組みは、国や地方自治体、多く

ただいており、実現に向けて着実に前進している
と実感できています。今後もご支援のほどよろし
くお願いいたします。
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医療機器等分野

帰還時に発生する廃棄物などのリサイク

福島県浜通り地域は、南北に小

名浜港、相馬港を備え広域物流と

環境回復・放射線分野

ルートに乗るスキームを構築していく計画です。

機、エアテーブル、渦電

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標

本取組みの狙いは、スマートエコパー

環境・リサイクル分野

本事業では、太陽電池パネル（以下ＰＶ）お

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

エネルギー分野

総合リサイクルセンターの処理スキーム開発

2016年度開始
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福島エコクリート㍿、 一財団法人般石炭エネルギーセンター
石炭火力発電所から発生する石炭灰を原材料に、復興工事等で利用するリサイクル資材（再生砕石）を製造する

環境・リサイクル分野

福島エコクリート事業においては、再生砕石の主な用途である路盤材としての所用品質の確保と、製品の環境安全

性の確保が重要な課題となっています。本開発はこの課題を解決することで、福島エコクリート事業を円滑化させ

るものです。また、事業の長期継続を目的に、路盤材以外の市場拡大に向けた新規分野の研究開発も行っています。
実施期間：2016 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市

石炭灰リサイクル製品（再生砕石）製造技術の開発

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

東日本大震災に伴う原子力事故により、ベー

石炭灰混合材料の事業化においては、製品の環境安全性の確保が重

ス電源としての石炭火力の位置付けが高まって

要な課題です。即ち、石炭灰リサイクル資材からの有害重金属の溶出

いるが、発電に伴い発生する石炭灰のリサイク

抑制技術の確立が事業を成功に導くためのポイントとなっています。

ルは、その約 7 割をセメント原料利用に頼って

開発技術の先進性は下記の通りです。

おり、多分野への利用が望まれています。また、

■品質に関わる膨大な情報をデータベース化

福島県における石炭灰の発生量は全国発生量の

■データベースをもとに最適な製造条件をシステム管理

19％を占めており、産業廃棄物の地産地消が

■コーティング技術をはじめとする多重の重金属等溶出抑制技術の開発

望まれています。

■石炭灰混合材料の新規市場の開拓
■製品の安定供給システムの構築
■路盤材としての評価

研究（実用化）開発の目標
福島エコクリートは H30 年 3 月から事業を開
始し、
H31 年 1 月末時点で再生砕石
（OR クリート )
の製造量は 5 万ｔを超え、4 万ｔ以上を県内工事
に出荷しています。事業の年間の売上は約 7 億円
を見込んでおり、初年度は 6.5 億円程度となる見
込みです。また、H31 年 2 月時点での従業員は
30 名であり、内 22 名が地元雇用者となっていま

OR クリートストックヤード全景

プラントサイロ全景

す。更に 3 月に 2 名、4 月新卒者（小高産業技術
高校）の雇用を決定しています。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
福島県浜通りで避難解除となった地

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
本開発は H28 年度から実施しており、

域、および今後避難解除となる地域では

これまで下記の研究成果を得ています。

れており、福島エコクリートでは本開発

②データベースを用いたリサイクル資材

復興事業に伴う土木資材の需要が見込ま

成果をもとに、これらの地域に環境安全

①石炭灰のデータベースシステムの構築

拓

ることを目的に設立された会社です。このため、

の適用性

を期待します。

は地元の砕石業者 2 社と代理店契約を行

④再生砕石（OR クリート）の路盤材へ

ています。

を実現するものであり、環境安全

福島エコクリート株式会社
工場長
立野公一

③石炭灰リサイクル資材の新規用途の開

うことで、地元経済の活性化にも寄与し

である「石炭灰混合材料の事業化」

の製造システムの構築

性を確保したリサイクル資材を安定供給
することが可能です。また、製品の販売

福島エコクリートは「イノベー

ション・コースト構想」のひとつ

性を確保したリサイクル資材を製

造し、浜通りの復興工事に供給す

国、自治体等および民間の工事での積極的な採用
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株式会社ＩＨＩ

環境・リサイクル分野
汚泥乾燥システムを使いやすくパッケージ化することにより再エネ利用の課題解決を加速させる普及機の実証

ロボット分野
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開発を行います。

実施期間：2018 年度〜 2020 年度

実用化計画開発実施場所：相馬市

現状・背景

エネルギー分野

再生可能エネルギーを活用した乾燥処理システムの
エントリモデル実用化開発
研究（実用化）開発のポイント・先進性

的なばらつきや腐食性を伴っていることか

以下を実現した市場への導入促進
■運転支援、設備利用率向上を実現する自動化

ら、乾燥システムの工程や時間の変動に結び

乾燥工程の自動化促進によって、乾燥運転に従事する作業者の負荷

付いています。そのため、運転員の練度やメ

を下げ、乾燥品の性状安定化および運転効率化を図ります。

ンテナンス性が障壁となっています。

■導入の簡素化と再エネ活用も考慮した小型化

■再エネ余剰電力の課題は地方ほど厳しい状況
にあり、同時に地方ほど下水汚泥処理の減容
化に向けた導入コストが障壁となっています。

当システムの導入を検討されるお客様にとっての障壁を減らします。
乾燥システムの小型化を図り、余剰電力に対して需要家側が熱費消
（P2H）を促進する仕組みを構築します。

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標

環境・リサイクル分野

■下水汚泥の生成過程における処理が生物化学

■自動化促進がもたらす乾燥品の性状安定化に
よって、産廃有効利用の促進を目指します。ま
た同じく運転効率化によって、システムの稼働
率向上に繋げ、投資効果の向上を目指します。
■小型化によってシステムの据付性を改善しコ
スト低減を目指します。また熱費消促進の仕
組みにより、再エネの有効利用促進を目指し

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

これまでに得られた成果

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

■相馬市における下水汚泥処理費用の削

■自動化の成立性評価を実施しました。

■国のエネルギー基本計画では再生可能エネル

■研究員の滞在による交流人口増

分析し、自動化の成立性を評価しました。

減加速と他地域への展開

■運転・保守人員の地元雇用促進

モデルケースとして全国に発信すること
を目指しています。

また、自動化に寄与する取得データを洗
い出し、システム検討を実施しました。
■小型化の概念設計を実施しました。

輸送性、据付性を考慮した包絡域内に

おける機器配置検討を実施しました。ま
たこれによって得られる熱効率性向上に
ついて評価しました。

ギーの導入が更に加速され，電源系統容量の制

約で系統に送れない「余剰電力」が増加します。
相馬発の実績をベースに、これを活用し，産廃
処理している下水汚泥の減容化，燃料化を行う
システムを実用化，事業化していきます。

■合わせて、乾燥機システム導入における障壁を
減らし、合わせて使い易いシステムにしていき
ます。
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医療機器等分野

この実用化開発の成功を，浜通り発の

乾燥システムの運転データサンプルを

環境回復・放射線分野

ます。

2018年度開始
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株式会社菊池製作所

環境・リサイクル分野

スマートフォン等の携帯用電子機器の筐体等の精密金属製品を、従来の切削加工とは全く異なる、エネルギー

消費量 1/100 以下､ 成形時間 1/60 とする革新的な低環境負荷で量産可能なホットチャンバー精密鋳造技術を開発
します。

実施期間：2018 年度〜 2020 年度

実用化計画開発実施場所：川内村

環境配慮型革新的アルミニウム超精密成形技術の開発

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

スマートフォン、タブレット等の携帯用小型
電子機器用の筐体はアルミ等の金属製である
が、金属塊から１つの部品を削り出す切削加工
（削り出し）で成形されています。しかし､ 加
工時間が長く多量の電力を消費します。国内の
筐体製造拠点の国際競争力を維持するために、
電力消費量が少なく、加工時間の短いホット
チャンバーダイカスト機を開発します。

下記の 2 つの技術を開発します。
①携帯用小型電子機器の筐体を年産数百万個単位で大量生産可能な、
超低環境負荷型ホットチャンバー精密鋳造装置
②表面に自由な凹凸（リブ､ 突起等）を付与できる精密鋳造プロセス
技術によって製作された金属筐体
①に関しては、射出機構の長寿命化を図るために、横型簡易モデル（図
1) と縦型改善試作機 ( 図 2) を作製し､ その技術及び機械の性能評価
を行います。
②に関しては、シミュレーションモデルを基にした精密金型を作製し、
実湯による検証により技術開発を行います。

研究（実用化）開発の目標
3 年後の開発目標は下記のとおりです。
①超低環境負荷型ホットチャンバー精密鋳造装
置：ショット数 15000 以上達成
②スマホ金属製筐体：表面度 10 ～ 50 μ m 達
成
売上は事業化初年度（平成 33 年度）：2.75
億円、雇用：5 名を見込みます。

図１

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
小型電子機器の筐体生産に止まらず、

イノベーション・コースト構想が包含す
るロボット産業、廃炉事業、新エネルギー

横型簡易モデル

図2

縦型改善試作機

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
H30.7 開発開始なので研究成果は未

① 本開発の実 用化・事 業 化 後に、

だ出ていません。

数年間の ｢環境配慮型ホットチャ

ンバー精密鋳造装置の拠点整備に

産業、リサイクル産業、医療機器産業等

株式会社菊池製作所
川内工場
工場長
佐藤健一

の各産業分野にそれぞれの部素材を提供
する裾野産業集積を構築します。

よる福島復興促進プロジェクト｣ の
推進を計画し、福島県内の希望す

る鋳造メーカ、部品メーカを募り､

これにより、幅広い産業への部素材供

ホットチャンバー精密鋳造装置の販売、装置の整

その経済的な影響は大きく、福島浜通り

②小型電子機器の筐体生産に止まらず、ロボット産

給を担う産業が浜通り地域に形成され、

備訓練を行い､ ネットワークを構築します。

で国内スマートフォン筐体の生産・供給

業、廃炉事業、新エネルギー産業、リサイクル産業、

が実現すれば、年間数百億円、複数の産

医療機器産業等の各産業分野に対し､ それぞれの

の数倍の経済効果が見込まれます。

素材を提供する裾野産業集積を構築します。

業への部素材供給構造が実現すれば、そ

部素材ニーズを把握して、これらの産業全体にも部
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フォーアールエナジー株式会社

環境・リサイクル分野

使用済みリチウムイオン電池の性能は個体ごとにばらつきが大きいが、本事業で開発するバイパスシステムに

より無駄なく組み合わせることが可能になります。組み合わせた電池を家庭用及び産業用の蓄電システムとして

ロボット分野

09

実用化を行います。

実施期間：2018 年度〜 2020 年度

実用化計画開発実施場所：浪江町

現状・背景

エネルギー分野

日産リーフ使用済みリチウムイオン電池を活用した
バイパスシステム開発
研究（実用化）開発のポイント・先進性
フォーアールエナジーは日産自動車の子会社であり、日産の電気自

車の導入拡大が進んでいるが、電池材料の資源

動車 (EV) の使用済み電池を優先的に入手できる状況です。また、その

問題等から、電動車での使用済み電池を再利用し

電池は信頼性・安全性が高く、かつ二次利用するため価格も安価で提

ていくことが重要となっています。しかしながら、

供可能という特徴があります。

使われ方や使用環境により電池の劣化度が異なり

電池のバイパスシステムはオーストラリアの Relectrify 社が開発、

電池毎に容量がばらつきます。ばらつく電池を組

電池の再利用に有望な技術で、「バイパスシステムにて最大 20% の追

合せた場合、最も容量の小さい電池に全体性能が

加容量が可能になる。電池寿命が最大 30% 延長可能になる」とオー

律速され効率が悪くなるという課題があります。

ストラリア連邦科学産業研究機構にて確認されています。しかし、
Relectrify 社での開発は基礎研究のみ。日産 EV 用電池に適用できる

環境・リサイクル分野

地球温暖化問題、エネルギー問題を背景に電動

か確認できておらず、製品化開発も未実施です。

フォーアールエナジーは使用済み電池の再利
用・再製品化事業を行う拠点を福島県双葉郡浪
江町に 2018 年 3 月に設立し、世界初で稼働

このフォーアールエナジーの電池の特徴と Relectrify 社のバイパス
システムの特徴を組合せ、信頼性、安全性が高く、かつ安価な家庭用・
産業用蓄電システムを製品化していきたいと考えています。

を開始しました。バイパスシステムと EV 使用
済み電池を組み合わせた蓄電システムは大きな

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標

競争力を有すると考えており、開発を成功させ、
弊社浪江事業所での生産、及び雇用を大きく拡

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
本バイパスシステムを採用していく事

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
中古の日産 EV 用電池パックから意図

弊社は東日本大震災後に浪江町

が直接の売上げ増に寄与すると見込まれ

的に性能がばらついた電池を組み合わせ

に進出した企業の第 1 号です。浜

必要になっていくと思われます。雇用の

性能および電力系統に繋げるための交流

「地域との共生」を目指し、復興に

る事もあり、これより技術・開発要員が

又予想通りにビジネスが拡大すれば一時

的な半製品、商品の保管場所も必要にな

ると思われるので本地域での倉庫場所の

確保につながる可能性もあると判断して

化機能（インバーター機能）を評価、正

しく動作することを確認しました（系統
非連系）。次のステップとして系統連系
する電池パックを製作する予定です。

います。又、副資材の購入、廃棄物の処

通りにある一企業として、今後も

フォーアールエナジー株式会社
取締役社長
牧野英治

向けた支援を継続して参りたいと
考えております。

これからも皆さまとともに活気ある街づくりを

目指して尽力して参りますので、よろしくお願い
します。

理といった副次的な効果も増すので出来

るだけ地元企業を採用したいと考えます。
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増加につながるものと見込んでいます。

て試作機を製作し、バイパスシステムの

環境回復・放射線分野

大していきたいです。

2018年度開始
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福島エコクリート株式会社

環境・リサイクル分野

福島エコクリートでは、石炭火力発電所から発生する石炭灰を主原材料にリサイクル資材（再生砕石）の製造

を行っています。一方、福島県内には製紙会社（工場）が数社あり、製紙会社でも事業用電力を確保する目的か
ら自家発電を行っており、同様に石炭灰が発生しています。当社では、電力会社の石炭灰と同様に、製紙会社か
ら発生する石炭灰が有効活用可能かの検討を行っています。一般に製紙会社から発生する石炭灰は、石炭単焼の

ものと、バイオマス等との混焼のものとがあるほか、発生量も電力会社と比べると多くありません。このため、
電力会社から発生する石炭灰の助材（増量材）としての活用可能性を検討します。
実施期間：2018 年度〜 2020 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市

県内発生製紙会社石炭灰の有効活用
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

電力会社から発生する石炭灰の有効利用に関

しては、電力会社、建設会社が長年有効利用の
検討を行っているが、製紙会社はじめとする一

般事業用発電施設から発生する石炭灰の多くは
セメント原料利用に限られています。また、電

力会社においては近年設置が増加しているメガ
ソーラ発電利用により、出力制限をされる発電
所も少なくなく、石炭灰の発生量も減少すると
の予測もあります。

電力会社発電所から発生する石炭灰と比較して製紙会社から発生す
る石炭灰に関しては、発生量が多くないこと、石炭単焼のものとバイ
オマス混焼のものとがある、等から成分組成および重金属含有量等の
情報があまり知られていません。このため、製紙会社から発生する石
炭灰を有効利用するためには、石炭灰の基本物性等の把握が重要なポ
イントとなります。以下に本技術開発のポイントを示します。
①製紙会社発生石炭灰の基礎物性の調査
②電力会社発生石炭灰との併用検討

研究（実用化）開発の目標
福島エコクリートは H30 年 3 月から事業を開

始し、H31 年 1 月末時点で再生砕石（OR クリー

ト ) の製造量は 5 万 t を超え、4 万ｔ以上を県内
工事に出荷しています。事業の年間の売上は約 7

億円を見込んでおり、初年度は 6.5 億円程度と

製紙会社ボイラー

なる見込みです。また、H31 年 2 月時点での従

石炭灰の比較

業員は 30 名であり、
内 22 名が地元雇用者となっ

ています。更に 3 月に 2 名、4 月新卒者（小高
産業技術高校）の雇用を決定しています。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
現在、福島エコクリートでは電力会社

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
技術開発初年度の本年度は、製紙会社

発生石炭灰を主原料としているが、製紙

から石炭灰およびバイオ混焼灰を入手

料調達の自由度が広がり事業の安定化が

社発生の石炭灰の基礎物性の範囲との比

会社発生石炭灰も利用可能となれば、原
図れます。また、当社と同じ行政区内に

も製紙会社が所在しており、同社も石

福島エコクリートは「イノベー

ション・コースト構想」のひとつ

し、基本物性の把握、具体的には電力会
較を行いました。

である「石炭灰混合材料の事業化」
福島エコクリート
事業部 品質管理担当
堀川剛利

を実現するものであり、環境安全
性を確保したリサイクル資材を製

造し、浜通りの復興工事に供給す

炭灰リサイクルの要望が高いことから地

ることを目的に設立された会社です。このため、

イオマス混焼灰の有効利用が可能となれ

を期待します。

元企業との連携強化が図れます。更にバ

国、自治体等および民間の工事での積極的な採用

ば、県内へのバイオマス発電企業誘致に
貢献できると思います。
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株式会社イノベーション農業福祉研究所
温室設備が高額で大規模植物工場の拡大ができない。働き手の偏り、栽培経験者が限られるなど農業生産活動

農林水産業分野

の人材が不足していることなどから農業収益性が悪いです。そこで、農業と福祉にイノベーションを起こすべく、
実証されたＩＣＴ農業技術のもと、「施設のＶＥ」と「農業エネルギー」と「スマート農業」の先行技術開発で大

ロボット分野

01

規模太陽光利用型植物工場を実用化して地元産業復興とアクティブシニアの雇用をつくります。
実施期間：2016 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

研究（実用化）開発の目標
事業目標年度

大規模施設園芸施設を復興モデル事業

「プロトタイプ温室栽培継続検証」
トマトの収量を 1 株単位で管理して統計的な
説明変数となる植物個体の生育特性と栽培環境
要因（日射量、温度、CO 2や湿度など）を統計
的に分析して収量を評価し、イノベーション温
室の冬季の屋根パネル、ペアシート壁パネルの保温性能、栽培台加熱方式適温コント
ロール技術と夏季の高温コントロール技術を獲得します。また、プロトタイプ温室で
獲得した栽培基礎データから収量性能を評価して 1~2ha の大規模施設にスケールアッ
プするイノベーション温室栽培管理運用システムの基礎データとします。

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
従来の施設のテアダウンやオランダか

ら導入した基本設計をもとに、部材や工

スマート農業などの作業支援システムで

（VE）の視点で見直した、低コスト温室

場を提供して地元での雇用の機会をつく

の壁パネル、加熱方式栽培台を栽培実証

イントマトの生産量拡大に貢献します。
アクティブシニアが安心・安全に働ける
ります。低コスト大規模施設園芸「太陽

光利用型植物工場」を施設の部材加工や
建設工事を地元企業の参加で実施してそ
の生産力を生かし低コスト施設を地域外

法を徹底したバリューエンジニアリング

構造、新技術の屋根パネルや二重シート

株式会社イノベーション農業福祉研究所
代表取締役
山口吉郎

分野を越えたシナジーや結合（イ

ノベーション）が必要のようです。
そこで、アクティブシニアが生涯

働ける場の提供と農業と福祉を一体化した太陽光

計が完成しました。

企業参加のもと設備開発を進め単に農業生産だけ

利用型植物工場（大規模施設園芸）の設
特に、トマトの植生栽培作業や IOT

型の収穫・選果、栽培管理システムで

験の少ない若手の参加にも活用して農業

実現するトマト生産システムが完成しま

技術を発展させます。

で進めてきたが、復興地域として

による省エネ性能の検証を経た、太陽光

に普及させて新しい産業を創出します。
ICT 農業で蓄積された栽培技術を農業経

震災から 8 年たち農業の再生と

地元に雇用の機会を作る事業視点

は、お客様品質の低コストと鮮度納期を

利用植物工場の運用を進め、更に、本事業を地元

でなく農業を産業として本格的な復興と地域の発
展に貢献します。

した。
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として建設して地元ブランドのサンシャ

環境回復・放射線分野

31 年度施設工事 32 年度売
上高 1 億 2000 万円 / 年間
設備コスト VE の 設 計 と 規 模 拡 大 で
30% 低減する。
労務コスト アクティブシニアを活用した安
全安心の作業で労務コストの一
定化。
エネルギー費 省エネルギー持続可能と化石燃
料の混合 従来比 20% 削減。
地域産業として 6 億円の新事業と地域雇用
34 名を実現

農林水産業分野

「イノベーション温室栽培システムの生産性・収益性の向上に温室設計」の実現
外壁パネルの 2 重シートや栽培台加熱方式など
の栽培管理温度による収量の増大（平成 29 年度地
域復興実用開発での実証報告参照）
、温室側壁吸気、
天井強制換気、細霧冷房による高温対策による 7~9
月の作替期で夏越栽培で収量向上（平成 30 年度地
域復興実用開発）
、温室部材のモジュール化、ユニッ
ト化による部材品質の向上と施工期間の短縮化、ライフサイクル予防保全での施設性能
の維持管理を可能にするイノベーション温室基本設計ができました。

環境・リサイクル分野

「イノベーション温室の統合化 VE 設計で施設コストダウンの実現」継続報告
施設園芸協会設計基準で強度計算モ
デルを構築した ZAM 鋼板でのモジュー
ル部材、屋根、壁のパネル化と工事手
順を統合化した VE 工法で部材費の削
減、工事期間の短縮が実現できました。

栽培施設（温室）設備費、エネルギーコ
スト、栽培作業者の労務費の設備生産コス
トを低減する為に、
「太陽光利用型植物工場
の温室をＶＥでコストを低減する（前期）
」
と「夏期の換気システム、
冬期の２重壁部材、
栽培台加熱方式で農業エネルギーをセーブ
するイノベーション温室」で「周年安定栽
培を可能にした年間収量向上の栽培管理シ
ステム」を開発して解決します。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

エネルギー分野

いわきイノベーション農業福祉構想実用化開発
【大規模太陽光利用型植物工場の先行開発検証と実施設計】

2016年度開始
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農林水産業分野

エコエネルギーシステムズ㍿、浜の野菜㍿
農作物（主に葉物野菜）の機能性成分を高める環境制御システムの研究開発を実施しています。この研究成果

を栽培時の環境制御手法に活かすとともに、蓄積した農業気象計測データと組み合わせることによって農作物の
収穫予測を行い、これらにもとづく栽培生産情報を生産者と実需者が共有することで、高品質野菜の生産、計画
的な出荷販売調整を支援する農業生産販売支援プラットフォームの実用化を行っています。
実施期間：2016 年〜 2018 年

実用化計画開発実施場所：いわき市、川内村

IoT 技術をベースとしたスマート農業による
高機能性野菜生産の実証試験
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

農業生産現場では品質の高い生産物の安定的

浜通り地域の恵まれた気象条件などの地域資源を活かしつつ、栽培

な生産と販路開拓、実需者側では必要としてい

施設の環境制御による高品質野菜生産の高い生産性と中身成分の充実

る青果物の計画的かつ安定的な調達、生産者と

化、さらに収穫予測分析を中心とした栽培生産情報の共有化による生

実需者双方のタイムリーな情報連携が求められ

産者と実需者の連携が可能なクラウド型のプラットフォームを開発し

ています。当研究開発では農作物の中身成分を

ています。

充実させ、より収量を上げるための環境制御手

■高品質野菜の収穫量を上げるための環境制御ロジックの実装

法の開発と栽培生産情報の実需者との共有、連

■農業気象や環境計測データによる収穫予測分析機能の実装

携による課題解決に取り組んでいます。

■クラウドを活用した生産者と実需者の栽培生産情報共有機能の実装

研究（実用化）開発の目標
2018 年度に生産圃場への導入が完了し、農
業生産販売支援プラットフォームの実地試験に
取り組んでいます。現在、現場からのフィード
バックを反映し完成度を高め、グループ生産化
を図る計画です。取扱生産量は初年度 70t ／年
を目指し、生産圃場での雇用を含め 5 名程度の
新規採用を行っていきます。
開発した農業生産販売支援プラットフォーム（収穫予測機能、生産情報共有機能の画面）

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
浜通り地域で新規農業参入者とともに

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
栽培施設の環境制御により農作物の周

グループ生産販売を事業化し、5 年後の

年栽培、および慣行栽培と比較し概ね 3

る取扱生産量は 500t ／年を見込んでい

させる複数の環境制御手法を確認してい

農業生産販売支援プラットフォームによ
ます。また、生産者グループ全体での新

規雇用は 30 人程度の採用を計画してい
ます。

県内全域および周辺地域にて農

業生産販売支援プラットフォーム

割以上の収穫量増大、中身成分を充実化

を活用したグループ生産を行って
いただける新規農業参入を検討し

ます。また、農業気象計測データ、定植

エコエネルギーシステムズ株式会社
代表取締役
根本和彦

予測分析機能を実装した農業生産販売支

者様との連携を期待しています。農業生産や農産

ます。

ており、作業効率や作業負荷軽減などの課題解決

から収穫までの栽培情報にもとづく収穫
援プラットフォームの開発が完了してい

2018 年度に生産圃場への導入を実施

し、専門機関、大学および実需者とのシ

ている事業者様、高品質野菜の青
果物を取り扱っていただける実需

物販売の現場では解決する課題がまだまだ残され
のためのチャレンジを引き続き行って参ります。

ステム利用検証を継続しています。
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国立大学法人

農林水産業分野

東日本大震災による被災地の農業は、その他地域に比べて 10 〜 20 年先を行っていると言われます。いわば課

題先進地とも言える状況のなかで、さらに条件不利な中山間地域でも持続可能な、かつ自然と共生できる営農の

ロボット分野

東北大学大学院農学研究科東北復興農学センター、
㍿SJC、 トライポッドワークス㍿
方法を探ります。一方で、中長期的に予想されている食料ニーズの増加に応えるための営農ノウハウの ICT を最大
限に利用した保存と、その展開を事業化することを目指しています。

実施期間：2016 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：葛尾村

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性
日本の農業は、農業就労人口の劇的減少と、それに伴う農地の一部

規模経営中心）の中山間地域の地域産業として

農業生産法人への集約化が進むと言われています。したがって、新規

の農林業は復興できません。しかし、ビジネス

の農業の開発課題は「いかに大規模化に対応するか？」に力点が置か

としての地域産業が無ければ住民の帰還も不可

れています。一方で、福島県の浜通り地域の山間部には、一区画あた

能です。よって、ICT をフル活用した、
「自然と

りの面積が大きくはない農地が多く、上述のような主流の開発課題か

共生する農業」の開発を通じ、浜通り地域の中

らは外れてしまっています。しかし、地球全体で見れば人口は爆発的

山間地域の営農再開を支援し、もって地域振興・

に増加しており、近い将来食料へのニーズが高まることは容易に予想

地方創生に寄与することが必要とされています。

されます。その時、中山間地域でも効率よく食料を生産するには、大
規模化のノウハウだけでなく、中小規模の農業のノウハウも残してお
く必要があります。

本事業では、以下の 4 点の目標を掲げていま
す。営農再開支援システムのリリース。都市農
村コネクティングシステムのリリース。上記二つ
のシステムの機能を利用した新しいサービス（も
しくはシステム）の開発。上記のシステムを紐帯
とした都市～中山間地域（葛尾村）をつなぐ新
しいビジネスモデルを展開。これらにより、3 ～

そこで本事業では、ICT を最大限活用し、既存の農業技術をデータ
として取り込みつつ、農業への新規参入者、あるいは営農を再開する
農業者を経営面で支援するシミュレーターとしての営農再開支援シス
テムを開発しています。これに加え、条件不利な現場での農業を支え
る収益源の一つとして、都市部で就労している地方出身者等を対象に、
農地をはじめとする地域資源管理のコストを負担する道を拓く都市農
村コネクティングシステムを開発しています。

参入者が増加することが見込まれます。

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
都市農村コネクティングシステムは、

内として、7 千 ha の農地の維持管理を

れてきましたが、本事業ではそれらに加

東北大学大学院農学研究科
助教
大村道明

え、
「非身体性のロボット」とでも表現し

浜通り地域の現在の取り組みは、先進事例として

うる装置を導入することで、Agricultural

スモデルにより、維持管理のみならず、

と確信しています。また、営農再開支援

加分についても浜通り地区の経済活性化

うるプラットフォームも装備し、今後の研

農業生産が拡大すれば、その売り上げ増
に繋がります。

みれば、いずれ世界中のどの地域

測を主とするセンサ類やカメラが用いら

面積を 50ha としても述べ 140 名の管

理者が必要となります。本事業のビジネ

ます。しかし、世界に目を向けて

Informatics の実現に大きく一歩近づいた

システム内には、各種研究成果を反映し
究成果の社会実装に向けた有力な手段と

なることが期待されます。

でも似たような課題を抱えること

に な る と 予 想 さ れ ま す。 そ の 時、

扱われることになります。

本事業では農業を主軸に据えていますが、地域経

済の活性化に寄与するビジネスを創出する上では、
農業というジャンルに留まらず、地域内の様々な業

種との協業が必要不可欠と感じています。浜通り地

域の企業との連携では IT・教育等のソフト領域や、
建設業等のハード系双方が必要と考えています。
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医療機器等分野

を記録する装置としては、従来は環境計

行う者としては、年間 1 人あたりの管理

抱える課題は最も厳しいと思われ

イスを持っています。農作業のノウハウ

福島県内 2010 年度で 2 万 2 千 ha の耕

作放棄地のうち、1/3 程度が浜通り地区

被災地の中でも、浜通り地域の

携帯端末からも操作可能なインターフェ

環境回復・放射線分野

10 名の雇用を創出することを目標としています。

浜通り地区全体では、作業委託を受け

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標

る「作業者」としての農業生産者・新規

環境・リサイクル分野

農業の効率化（大規模化）では、条件不利（小

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

エネルギー分野

中山間地域の農業振興のための新 ICT
「自然と共生した高付加価値営農モデル」の開発

2016年度開始
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合同
㍿芳賀沼製作、 たむら農建、会社
良品店
福島県内外の林業の復興・再生に貢献するため、木材をふんだんに使用した木造建築物の新しい構法であるパ

農林水産業分野

ネルログ構法を研究開発しています。具体的には、地震と火事に強い仕様を多種開発し、お客様の多様なニーズ
に応じるパネルログを工場生産します。また、加工機械も新たに開発し、効率的で高品質な生産ラインの確立を
目指しています。林業者はじめ関連会社をつなぐネットワークの構築も行っています。
実施期間：2016 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：田村市

縦ログ構法に関する技術開発と
縦ログ生産ネットワーク体制の構築
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

国内の原木価値が下がり、林業の衰退・山の

「パネルログ」を工場で機械ライン生産することを確立します。それ

荒廃が進んで久しい今日、我が国の大切な再生

により一日の生産量が飛躍的に高まります。また「パネルログ構法」

可能資源の一つである森林資源の活用が停滞し

によって現場での組み立て工事・内装工事が短縮され、全体的な工期

ています。林業から見れば川下である木材加工

が短くなります。よって、木材をふんだんに使用した木造建築物（木

業・建設業の視点から、原木の価値を高め、森

材使用量が従来の 3 ～ 4 倍）ですが、当社で比較しても他の構法・商

林資源（国産木材）を積極的に活用する木造建

品と同等もしくは同等以下の価格帯で提供することが可能となり、競

築物の新構法を開発し、川上の林業へ還元する

争力の高い製品となります。さらに上記より、原木を高く買っても採

ことを目標としています。

算が合うコスト計算を行っているため、林業の再興を図ることが可能
です。その他、ライン生産機械は比較的低投資で済む内容なので、地
方工務店でも設備を導入することが可能です。

研究（実用化）開発の目標
「パネルログ」の生産工場を福島県内に新設
予定であり、初年度は 3 名程度を雇用、年間戸
建て 30 棟分（200 パネル / ヶ月）程度の床・
壁・天井パネル（土台、柱、桁含む）を生産し
ます。売上としては 12,000 万円 / 年を目標と

ビス打ち機

しています。また、パネルログ加工機械を全国

パネルソー機械

約 10 ヵ所に販売し、生産工場と構法の普及を
目標とします。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
木材をふんだんに使用した木造建築物

を比較的リーズナブルな価格で提供が可
能となるため、地元木材加工業、建設業

などの活性化による雇用の創出が可能で
す。また、浜通り地域の木材消費の拡大
を図り、かつて先祖が森に植えた木（ス

ギ等）一本の現在価格が約 1,000 円以

下であるが、本事業の成果によって一本
の価格を 4 倍程度の約 4,000 円で買い

取ることができるようになります（川下

産業から川上産業への還元）。よって、
停滞・衰退している林業を活性化するこ
とが可能です。

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
■多様な用途・地域で活用できる

福島県浜通り地域をはじめ、我

パネルログ構法：耐力壁大臣認定 5 種
：60 分準耐火大臣認定 耐力・外内
壁 27 種、非耐力・外内壁 27 種
：45 分準耐火大臣認定 耐力・外
内壁 1 種、非耐力・外内壁 1 種
：30 分防火大臣認定 耐力・外内
壁 5 種、非耐力・外内壁 5 種

■生産効率、品質の向上とライン生産を
確立する

加工機械：試作機（ビス打ち機 2 台、パネルソー 2 台）
：パネルログ生産加工機械ライン 1 台

■独自性の確立
特許取得済み：パネルログ構法の一部、ビス打
ち機、パネルソー
特許申請中：パネルログ構法

が国が保有する再生可能で豊富な

資源である森林資源（木材）を有
合同会社良品店
社員
渡邉洋一

効に循環させることを第一に考え

て、新しい木造建築「パネルログ
構法」を開発しています。木を育

てる人々、乾燥・製材、パネルログ生産、設計、
建設が連携できる取り組みですので、興味のある
方はお気軽にお問い合わせください！

また、国産材でつくったパネルログやパネルロ

グ構法そのもの、または開発したパネルログ加工

機械群を近隣諸国に輸出する産業としての取り組
みも、現在検討しています。

₈₀
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株式会社林養魚場

農林水産業分野

これまでの自然災害や疾病の発生に左右される養殖方法ではなく、新たに “ 循環濾過養殖システム ” を導入する

ロボット分野

05

ことで、効率的かつ安定的に計画的なサケマスの養殖を可能とし、養殖サケマス魚類の増加需要に対応します。
実施期間：2016 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市

エネルギー分野

サケマス魚類循環濾過養殖プラントの実用化

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性
本補助事業では、“ 循環濾過養殖システム ” プラントの性能評価を行
い実用化を検証します。本方式では、水処理と水質のコントロールを常

を増加させる為には効率良く、安定的に計画的な種
苗の生産を行う事が必要となるが、これまでの養殖

時行いながら飼育水を循環させて魚を飼育するものであり、魚の飼育環

方法では、予期せぬ疾病の発生や、高水温や低水温、

台風やゲリラ豪雨といった自然災害による影響も受

けていました。そこで、効率的かつ安定計画的なサ

ケマスの養殖を実現すべく、本補助事業を実施する

こととなりました。

境を常時最適条件に維持でき、高密度でかつ効率的に高い歩留まりで魚
の生産が可能となります。更に、これまで人力に頼っていた日常作業（魚
取りあげ、選別、計数など）も機械化出来る様な設計とした為、省力化
やスピードアップにより大幅な効率化が可能です。また本プランの汎用
性について、ニジマス以外の他魚種での運用も可能であることから、付
加価値の高い魚種でも安定的に生産が可能となります。

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標

原発事故以降続く汚染水の問題などに

より、県内産の水産物は復旧を遂げられ

ず、未だに壊滅状態です。自然環境から

隔離した状況化で、環境をコントロール

これまでに得られた成果

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

平成 30 年度は、循環濾過養殖プラントの性

本開発の循環濾過養殖プラ

能を評価すべくその検証を行った。

ントは、年々減少する天然漁

① 高密度飼育実証試験：飼育水 1㎥あたりニ

ジマス 100kg の飼育量を達成⇒在来型の
約 5 倍の収容密度

獲や、更に厳しくなる自然環
株式会社林養魚場
代表取締役
林総一郎

境に対して、周辺環境に左右

されず安定的な魚類の生産を

消費者に対しより安全で更に一歩進んだ

② 省オペレーション実証試験：開発したタン

可能とするシステムです。今後益々高まる

上述のとおり、年間 90 百万円の産業

い、更に自動活魚選別器や尾数計数器との

蛋白源の生産方法としても有力です。今後

福島発の水産物の提供が実現できます。

となると見込んでおり、福島発の水産養
殖技術として、失墜した福島の食の安全
の回復に貢献し、福島県浜通り地域の復
興にも寄与するものと確信しています。

ク底面吸い込み方式の魚回収システムを用

接続と併せ、省力化と高効率作業を実現し
た⇒人力の約 5 ～ 6 倍の早さ

③ ニジマス以外の魚種でのプラント飼育適応実
証試験：北極イワナでの飼育試験を行った⇒

習性の異なるイワナ族の飼育が行え、他の魚
種でも運用にも問題が無いことを確認

食料需要に対しても、最も効率的な動物性

は再生可能エネルギーやその副産物などの
利用なども含め、「イノベーション・コー

スト構想」に貢献し、浜通り発の先進的な

養殖技術として地元復興に寄与できればと
思っています。

₈₁
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し養殖する本システムが実用化されると、

タンク底面吸い込み方式による魚取りあげの自動化

環境回復・放射線分野

< 平成 29 年度（完了）>
平成 30 年 2 月 : 循環濾過養殖プラント造成
平成 30 年 2 月 : 設備機器設置
平成 30 年 2 月 : 硝化細菌培養実証試験
平成 30 年 2 月 : 発眼卵孵化試験
平成 30 年 2 月 : プラント実証試験
平成 30 年 2 月 : ハンドリング実証試験
< 平成 30 年度（完了）>
平成 31 年 2 月 : プラント高密度飼育実証試験
平成 31 年 2 月 : 省力化オペレーション実証試験
平成 31 年 2 月 : ニジマス以外の魚種でのプラント飼育適応実証試験
実用化後は年間 100 トン以上の生産を目標とし、売上高換算
で 90 百万円 / 年間を目標とします。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

環境・リサイクル分野

現在、養殖サケマス魚類の需要は増加の一途で

あり、生産量の増加が課題となっています。生産量

2017年度開始
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株式会社ダイテック
中大規模木造建築物の柱−梁接合部、梁−梁接合部に対応した新規接合金物の開発。具体的には、新規金物接

農林水産業分野

合部として想定する接合部せん断耐力の性能試験、火災時の耐火性能試験、中大規模木造建築物に使用される大
断面木材用に対応した接合部せん断耐力性能試験、又、今後 CLT パネル構法建物の増加を見込んで引張り接合部
の新規金物の開発を行います。

実施期間：2017 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市

中大規模木造建築物に対応した新たな接合方式の開発

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

建設現場での労務不足が深刻化しておりその対

開発中の接合金物の特徴は柱と梁の接合をひっかけるだけのワン

応策として高い技能を必要としない工法の採用が

タッチで完了する点にあります。従来の接合金物は接合の仕上げとし

あります。これにより、異業種からの人材確保な

て複数のドリフトピンを打ち込む必要があり、建築規模が大きくなり

ど広く人材を確保することが可能になります。ま

接合部が増加するにともなって現場作業量も増大します。同時に部材

た、現場作業工程の簡略化により労務量自体を大

側面にはピンや金物が露出し美観上の課題となっていました。しかし、

幅に削減することで問題解決にも貢献します。ま

新規開発の接合金物は接合面のみの露出にとどまり工夫によって全て

た、同時に工期短縮と、規格部材の使用により廃

隠蔽することが可能となります。この特徴により労務量の削減に加え

棄物が削減し低コスト低環境負荷が実現できます。

て美観上の優位性を獲得することが可能となります。又、ワンタッチ
でひっかける構造によって取り外しもワンタッチとなります。

研究（実用化）開発の目標
本プロジェクトの接合方法を木造建築業界へ
普及させ、国内における中大規模木造建築の加
工・施工の労務費の削減や美観上の優先性を取
得していきます。
販売は金物とビスのセットでの販売を考え、各
木材プレカット業者でも容易に手に入れられるよ
うにします。目標は、中大規模木造建築にかかわ

（L タイプ）
（ M タイプ）
新規接合金物

（梁側）
（ 柱側）
取付状況

る大半にシェアしていければと考えています。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
地域の山林で育った地域材の需要を生

み、林業や木材加工・流通・設計業務な
ど地域経済の発展サイクルの一助となる
ことが期待できます。

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
新規接合金物

農林水産業における林業につい

M タイプはせん断耐力が 25KN、L タ

て は、 戦 後 植 林 し 育 っ た 木 の 需

イプは 30KN と明確な耐力証明がされ
ました。

要が少ないことで手入れが行き届
株式会社ダイテック
代表取締役
鈴木裕一

かずに、木材の品質を高められな
いという負の連鎖が大きな問題と
なっています。

地域環境に対しては、すでに炭素を固定した老

木を伐採し若木を植林することで、さらなる炭素
固定の推進が望まれています。地域木材、特に伐

採期を迎えた大丸太の継続的な需要によって地元
林業の活性化の推進とともに、地球温暖化への貢
献が期待されます。

₈2
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国立大学法人

スマホやタブレット端末から農畜産物生育の状況を画像やセンサで確認する ICT 営農管理システムを開発しまし

農林水産業分野

た。特に、今年度は飯舘牛の復活を目指す畜産農家と協力して放牧牛の画像を 1 時間ごとに LTE-SIM 経由で取得
したり、畜舎内の子牛の相対体温やアンモニア濃度をモニターできるようにしました。また、昨年度開発したフィー

ロボット分野

東京大学大学院農学生命科学研究科
ルド WiFi を利用してリモートで水田水口の水門を動画で確認しながら操作できるようにしました。
実施期間：2017 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：飯舘村

現状・背景

エネルギー分野

安全な農畜産物生産を支援する ICT 営農管理システムの開発

研究（実用化）開発のポイント・先進性

実質的な帰村者は高齢者がほとんどです。しか

今年度の開発のポイントは、昨年度開発した IoT 機器の改良と飯舘

牛の復活を支援する牛健康診断システムの試作です。可搬型デバイス

HALKA はソーラーパネルが追加されたことにより電池交換が不要にな

し果敢に農業の再生にチャレンジしている農家

りました。スマート電柵は Wi-Fi の他、最新の LTE に対応することによ

を利用したスマート農業を推進しています。こう

フィールド Wi-Fi 技術により水田水口の水門を動画で確認しながら水管

がいます。一方、国は ICT/IoT や AI、ロボット

した中で、本事業は ICT を積極的に活用して飯

舘村から新しい農業を創出しようとしています。

り携帯電波が入る場所ならばどこでも使えるようになりました。また、
理できるようにしました。さらには LTE-SIM とソーラーパネルを使っ

て放牧地や畜舎から牛の画像配信が可能となり、牛の健康を診断するた

めの相対体温やアンモニア濃度をモニターできるようになりました。

環境・リサイクル分野

飯舘村では 2017 年 4 月に一部の地区を除き

避難指示が解除されてから 2 年になりますが、

研究（実用化）開発の目標
生産（昨年度から継続）

②電柵の通電と電池の消耗状況を遠隔地から監視

③水田水口の水門をカメラで確認しながら大雨の際

放牧牛の定時画像

の放射性セシウムを含む濁水の水田流入の防止

LTE-SIM カメラ

④放牧牛の健康状態を定時モニタリング画像と

農林水産業分野

① 5 万円程度の可搬型デバイス HALKA の工場

動画により把握

⑤畜舎内の子牛体温やアンモニア濃度データと
Wi-Fi カメラとリモート水門操作

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
本事業で開発している技術は商業電源

を確保できないフィールドで ICT/IoT 機

器を使えるようにするものです。今年度
は浜通り地域のメーカーと共同開発する

力関係が進めば、飯舘村生まれのオリジ
ナル loT 機器が国内外に販売され、地域

の経済波及効果に繋がるでしょう。また、

「ICT 営農管理システムで生産者と消費

者を繋ぐ Web サイト」を公開しました。
このページを利用しながら飯舘村オリジ

ナルの IoT 機器や農畜産物（牛、花卉、
コメ）などの販売に貢献できそうです。

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
■可搬型デバイス HALKA（5 万円程度）
能：①センサの測定値を自動アップロード
②スマホで測定値を確認
接続性：接続できるセンサ（温度、湿度、気圧、
導電率、水位、土壌水分、空間放射線
量等）

国の科学技術政策は Society5.0

という「超スマート社会」構築の

機

■改良型スマート電柵（価格未定）
■牛健康診断モニタリングシステム
（開発中）
機能：① 放 牧 牛 の 定 時 画 像 モ ニ タ リ ン グ
②水飲み場の水質モニタリング
③畜舎内の子牛サーモ画像モニタリング
④畜舎内の空気環境モニタリング

■ ICT 営農管理システムで生産者と消費
者を繋ぐ Web サイト

http://madeiuniv.jp/connect/

ための基盤技術開発を推進してい
東京大学大学院
農学生命科学研究科
教授
溝口勝

ま す。 ス マ ー ト 農 業 や 農 業 ICT/
IoT の技術はニーズに合わせて現
場で試行錯誤しながら開発する必

要があります。幸いなことに、この事業では帰村

して農業再生を目指す農家の方々と本音の付き合
いをさせて頂いているので、現場ニーズを直ぐに
ICT/IoT に結び付けられます。今年度オープンし

た Web システムを活用しながら、都会に住む人々

に魅力を発信し、地元と都会の若い力を結集して
浜通り地域で新しい農業技術の芽を育て、地域の
復興に貢献したいと思います。

₈3
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医療機器等分野

ため交渉を始めました。来年度順調に協

子牛サーモ＆実画像

環境回復・放射線分野

動画の AI 解析による健康診断ツールの開発

2017年度開始
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プランツラボラトリー株式会社

農林水産業分野

大型イチゴの周年栽培を実現するため、耐候型の低コスト屋内農場システムを設置します。栽培〜収穫・出荷

までの工程を自動化するだけで無く、G-GAP 取得支援メニューを組合せた生産者支援統合サービスを課金式で提
供する事業を構築します。

実施期間：2017 年度〜 2019 年度

実用化計画開発実施場所：田村市

耐候型屋内農場における大型イチゴ生産の自動化

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

急速な気候の変動、農業の担い手の急減、イ

PUTFARM はビニールハウスと同様のシンプルな構造体と温度・湿

チゴの夏季供給量低下、旧世代植物工場の低収

度管理技術の組み合わせにより、設置費用の低減と高い環境制御を実

益性が挙げられます。それに加え、G-GAP に

現しています。これにより気候に左右されない栽培環境を簡易的に再

代表される第三者認証の登場など農作物の生産

現することができ、生産物の収量最大化条件の抽出が効率化されます。

や物流に対する要件が厳しさを増していくな

本年度は、安定した栽培環境においてイチゴの生育に伴う養液中の

か、現状では G-GAP の認証取得済み生産者は

栄養分の消費量をモニタリングし適時適切な追肥実施の仕組みづくり

日本全国でも約 400 にとどまるなど、国産食

に着手。従来、養液成分の追跡手法は定期的な抜き取り検査により行

料の安定供給が危惧されています。

われており、労力（＝コスト）が嵩んでいますが、養液中のカリウム
イオン等無機イオン濃度を定期的にモニタリングするシステムを開発
し、さらに追肥作業の自動化の実現にむけて実証します。

研究（実用化）開発の目標
耐候型の屋内農場のプロト構築、自動栽培
サービスのプロト構築、自動収穫のプロト構築、
G-GAP 取得支援のプロト構築、上記 4 つのプ
ロト構築を通じ、汎用的な生産者支援統合サー
ビスの開発につなげます。

PUTFARM 船引外観

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
幅広い世代に人気の高いイチゴに大型

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
寒冷地における屋内農場として低コス

化という付加価値をもたせ、
また通年栽培、

ト、短工期、耐候性を実証中。今年度の

て安定供給する栽培技術の確立は大きな

置の改善設計と製作を実施。イチゴの栽

特に市場から商品が無くなる夏季におい

市場性を秘めています。実証場所である

田村市（船引）は消費地である郡山エリア

に近接し、また東北新幹線や東北自動車

道による首都圏への供給も容易であり、物

流面からも販路拡大が期待されます。

大型イチゴは浜通り地域における名産

品として、地域ブランディングにも寄与
すると共に雇用拡大、農地の有効活用に
も繋がるなど経済波及効果は大きいと考

従来の植物工場が採用している

システムでは、空間環境の調整が

主要実証テーマとして栽培面では栽培装

培を開始し、必要な養液量や濃度につい
て検証を重ねており、旧来の栽培装置よ

困 難 で し た。PUTFARM は 温 度・
プランツラボラトリー株式会社
代表取締役
湯川敦之

湿度をそれぞれ独立して管理でき、
また高い遮熱性能から外気の影響
を殆ど受けず室内環境を制御する

りも収量増加が期待される手応えを得て

ことができるため、寒冷地においても旬年栽培で

カリウムイオン、硝酸イオンの試作機を

境制御のパッケージ技術が実現できれば、育苗、

います。養液分析用の電極開発を進め、
製作。次年度では栽培装置に組み込み、
養液配合と適時適量の運用手法の確立に
注力していきます。

農作物を育てることを可能とします。本事業で環
花卉、養鶏、陸上養殖など植物工場の枠に囚われ

ず幅広い領域への事業展開が可能と考えており、
これらを通じて浜通り地域の復興に貢献したいと
強く思います。

えます。

₈₄
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農林水産業分野

㍿馬渕工業所、福相建設㍿
再生可能エネルギーを活用した与圧式の二重構造温室で育苗を事業化する計画です。内部圧力を保つことで、

病害虫予防や安定環境下での IoT 管理育苗を実現しようとします。

また、育苗トレースがスマホ等で簡単に行えるよう、播種段階からの記録にも二次元バーコードによりアクセス、

ロボット分野

09

見える化を促進しています。

実施期間：2017 年度〜 2019 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市

現状・背景

エネルギー分野

自然エネルギーを活用した、IoT 営農による産地化促進
（日本語名「 アグリの場 」
）の実用化開発
プログラム「AgriNova」
研究（実用化）開発のポイント・先進性
一番の特徴である二重構造温室。温湿度、二酸化炭素などのコントロー

とと、自然エネルギーの活用効率を上げ農業事

ルをしやすくし、安価な施設園芸の実現を目指します。
（図 1 参照）

業者の導入意欲が増すようにしたいです。

温熱・冷熱のリバースターン配管により、必要とする小温室の環境制

一方、育種作物に関しても、外部の花卉流通

御の実証を行いました。次年度の通年実証により、小高地区の気象環

事業者や県内の種苗会社などの意見を取り込

境とマッチした育種を選定していく段階にあります。

み、模索しているところです。

IoT による農事管理は、温室内環境のログ及び育苗過程の写真記録、
農事に合わせた記録写真などのデータ分析により、新しい管理農業の
指標を形成します。当該データは、次年度の通年実証により精度を向
上させ、新規就農者の理解促進に繋がる育苗管理プログラムとして先

環境・リサイクル分野

低価格のビニール温室内で二重構造とするこ

導モデルとなります。（図２参照）

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標
平成 31 年度事業の終盤には、実用化の一環
として実証実験施設を活用する計画に着手、外
部専門家や地域の農業従事者と連携した育苗関
連事業を計画しています。
県内種苗会社との連携も具体化思想であり、
実用化初年度から売り上げを計上していきたい
です。

図 1：ビニールハウス内に設置した二重構造温室

これまでに得られた成果

帰農者が極端に少ない小高地区に

再生可能エネルギーの活用は以下を実現した。

課題であるため、当該事業の拡張策

②太陽熱温水器と 10 トンの蓄熱貯湯タンク

おいて、耕作放棄地の活用は喫緊の
を取ることは意義が大きいです。

に、県内の種苗会社との連携や、大

手流通事業者からのオファーが寄せ

られつつあり、浜通りの農業復興に
可能性が見いだされそうです。

また、太陽熱温水器を活用した熱

源の効果を証明するなどの地道なア

ピールを行い、アグリの場ＷＥＢサ

イトを開設して耳目を集めています。

浜通り地方の安定した

①太陽光発電設備とリチウムイオン蓄電池の組合せ
③井戸水を活用した 10 トンの冷熱貯水タンク

④太陽熱温風を導入するビオソーラーシステム

⑤二重構造小温室内を与圧状態に保つ冷温水循環
ラジエターファン

IoT 管理手法としては

⑥育苗トレイ及び温室内の環境計測と制御

⑦播種から生育過程の画像データを基に育苗状況
を分析

気 候 を 活 用 可 能 と す る、
自然エネルギーを利用し
福相建設株式会社
代表取締役
桑折秀孝

た新発想ハウスにて、高
齢化に伴う離農者減少へ

寄与し、更には老若男女

問わず低コストにて新規
就農可能な魅力ある農業
の実現と地域復興に向け
取り組んでおります。

⑧農事従事者の活動記録や農事タイミングをデータ化
⑨外部から育苗状況を遠隔監視

等を実証した。

₈₅

2018年度版 浜通りの未来を拓く実用化開発プロジェクト
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医療機器等分野

育苗された作物の販路拡張を念頭

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

環境回復・放射線分野

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

図 2：IoT 育苗管理の画像データ取得状況

2018年度開始
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㍿エコロミ、飯舘電力㍿
牛用飼料作物として栽培されているソルガムを、緑肥利用、エネルギー利用等の複合利用実用化による農地再生・

農林水産業分野

農業復興を目的に、浜通り地域に適したソルガム品種の探索・選定、農業機械の最適化・土壌改良によるソルガ

ムの高収量栽培技術の開発を行うと共に、国内で実例の無いソルガム単独のメタン発酵技術及び牛糞併用による
メタン発酵技術を開発します。

実施期間：2018 年度〜 2019 年度

実用化計画開発実施場所：富岡町、飯舘村

飼料作物転換による農地再生・エネルギー生産等
複合利用実用化に向けた開発
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

富岡町や飯館村をはじめとする浜通り地域の
自治体では、農地保全管理について大きな危機
感を持っており、食用作物が生産できるまでの

■放射性物質により汚染された農地での飼料作物栽培による土壌改良
効果を、継続的に調査している事例が無い点。
■震災以降、浜通り地域のいくつかの地域で市販品種のソルガム栽培

期間、農地を耕作しながら管理できる作物、技

による除染効果等の研究は行われて来たが、飼料販売を目的として、

術の開発に対し大きな期待を、また、牛畜産農

浜通り地域に適した高 TDN・高収量のソルガムの栽培技術、品種を

家では、高収量、低価格、自給可能な飼料作物
の栽培技術に対して大きな期待を持っている現
状があります。

探求する点。
■牛用粗飼料の代替飼料として、畜産農家の要望に合致するソルガム
品種を探求する点。
■エリアンサスなどのエネルギー作物のメタン発酵試験は行われているも
のの、ソルガムを利用したメタン発酵試験は国内において事例が無い点。

研究（実用化）開発の目標
平成 30 年度から 2 年間、農地再生技術、ソ
ルガム等の飼料作物栽培技術・品種の開発を行
い、事業計画を作成します。平成 32 年度には、
浜通り地域に新たな事業会社を設立して飼料販

バイオガスプラント

売を事業化します。平成 32 年度の売上目標は、
飼料販売で 4,000 万円、電力販売で 1,500 万
円、熱供給で 300 万円、総額 5,800 万円を予
定しています。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
■行政主体の除草のみを行う保全管理か
ら、民間主体の耕作管理へと移行
■緑肥効果から農地の地力回復
■食用農作物生産を始められる土壌の形成
■自給可能な牛用粗飼料確保による畜産
農家の収益向上
■畜産業再開に向けた農家のモチベー
ション向上
■農業機械の大規模化に伴う飼料生産効
率向上による耕畜連携
■ソルガムのエネルギー利用による耕種
農家の安定的な収益確保
■バイオガス熱源及び電力供給による花
卉栽培・施設園芸農家の収益向上
■牛糞利用による廃棄コスト削減と牛畜
産農家の収益向上

飯舘ソルガム収穫

給与試験

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
■ソルガムの栽培管理及び育成経過デー
タ取得と、効果的な栽培・収穫方法
■牛餌給与試験による粗飼料利用価値評
価、輸入粗飼料からの代替可能な基準
把握
■ソルガム収量調査と放射線量データ取
得による事業化に適したソルガム品種
探索
■メタン発酵 10kW バイオガスプラン
ト導入とソルガムのメタン発酵による
ガス収量調査
■複数種類のソルガム栽培に向けた圃場
設計、圃場の保水・排水対策
■事業計画作成に必要な情報の評価・検
討

株式会社エコロミ
代表取締役
小峯充史

飯舘電力株式会社
専務取締役
近藤恵

元々高齢化が進み農業後継者不足という潜在的
な課題を持っていた上に、放射性物質による影響
も加味されて営農意欲が低下している現状がある
ものの、地域再生に向けて積極的に挑戦している
畜産農家、耕種農家の方々もいらっしゃいます。
弊社事業がそうした農家の方々の経営安定化に貢
献し、その結果として、地域での安定的な雇用と
経済循環の醸成、帰町村人口の増加、エネルギー
の地産地消に貢献することで、将来にわたって浜
通り地域の持続可能な社会形成に繋がることを期
待しています。

₈₆

2018年度版 浜通りの未来を拓く実用化開発プロジェクト

福島県地域復興実用化開発等促進事業

2018年度開始

農林水産業分野

㍿神明、イームズロボティクス㍿
減反廃止や TPP11 批准、生産者の減少など水稲生産を取り巻く環境が大きく変化する中で、生産者と共存できるよ

うな付加価値をもたらす生産者支援統合サービスを提供します。具体的には、圃場等のデータを統合し生産者の意思

決定を支援するデジタル営農情報基盤、営農経験の少ない生産者でも早期技能習得が可能なノウハウ共有、G-GAP 認

ロボット分野
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証取得を目指す業務標準化支援、ドローンを活用した農薬等の局所散布をセットにしたサービスを構築・提供します。
実施期間：2018 年度〜 2019 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市

現状・背景

エネルギー分野

デジタルアグリによる大規模水稲生産の効率化

研究（実用化）開発のポイント・先進性
生産者のパートナーとなるべく従前とは異なる視点で生産者の生産

動による生産性低下、圃場の大規模化による生

性・収益性改善に資する統合支援サービスを浜通り発で全国に展開し

産業務の変化、海外輸出に向けた G-GAP 対応の

ていきます。

必須化など水稲生産者が対応すべき課題が多く、

■ AI やシミュレーション技術を駆使し、生産者が適切な経営判断を下

生産者側だけで解決できるものでもありません。
生産者と需要家をつなぐ弊社だからこそ、生産者

すために判断材料を提供する営農情報基盤サービス
■コメの輸出拡大を見据えて海外流通業者との取引前提となる、生産

を支援する付加価値サービスを提供できます。

者の G-GAP 取得支援サービス
■圃場の生育情報と連動したドローンを活用した農薬や肥料の空中散
布サービス

研究（実用化）開発の目標

■赤外線カメラを搭載したドローンの空撮による、圃場均平化作業の

り、更なる効率化へつながるため、ドローンの

情報提供サービス

農林水産業分野

農業者自身がドローンを操作することによ

環境・リサイクル分野

生産者の高齢化に伴う大量離農時代に気候変

各種操作をタブレットで操作できるようにしま
す。さらに成育不良箇所を特定し、選別的に肥
料を散布する機能具備を目指します。
また本事業で生産者向け統合支援サービスを
構築できた場合、2024 年には約 20,000ha の
生産者圃場に全国展開し約 200 億円の玄米購

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

これまでに得られた成果

弊社は、本事業で開発した生産者統合

■生産者統合支援サービスを構築・提供

に伴う収量減少や管理コスト増加などを

■圃場等の情報を把握し将来の予測を行

支援サービスを通じて、圃場の大規模化
抑制することで収量増加やコスト削減の

うデジタル営農情報基盤のプロトタイ
プ構築および運用

土壌成分や水稲品種の組み合わせで効

■ G-GAP 取得支援に向けた大規模水稲

間中に標準業務や情報基盤のモデルパラ

■生育状況の可視化による生育不良部分

果が異なるため、1 ～ 2 年の試験運用期
メーターの微調整を行います。

その結

果、導入後 3 年程度で従来農法と比較し

て、浜通りの対象生産者の収量約 5 ～
10% 増加を見込みます。

水稲生産現場には大きな変化が

する 9 社からなる企業連合体組成

生産の標準業務定義

に対するドローンを使用した局所的肥
料散布

■ 2019 年度から圃場で行う効果検証の

訪れています。震災からの復興途
上にある浜通りでは、この変化を
株式会社神明
代表取締役社長
藤尾益雄

先取りし新たな生産方法を確立す

ることで、先導的な役割を担うと
考えています。

米穀の卸売業に携わる弊社は、水稲生産者の皆

さまの良きパートナーとして水稲生産振興に微力
ながら貢献し、新たな消費拡大を目指していきた
いと強く思います。

体制構築

₈₇

2018年度版 浜通りの未来を拓く実用化開発プロジェクト

福島県地域復興実用化開発等促進事業

医療機器等分野

実現をご支援します。

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

環境回復・放射線分野

入等を目指します。

2018年度開始
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国立大学法人

東北大学大学院農学研究科東北復興農学センター、
共栄㍿、磐栄運送㍿、磐栄アグリカルチャー㍿

農林水産業分野

一般消費者の健康志向、安全・安心な農作物への需要の高まりを受け、今後浜通り地域の農業で注目されると

考えられる植物工場の高度利用（既存の作物以外の栽培手法の確立等）を研究しています。植物工場を利用し、
高機能性・高付加価値で、かつ浜通り地域の気候等に適した特産作物（コーヒー・バナナ・マンゴー・トマト）
の栽培体系・販売スキームを確立しようとしています。

実施期間：2018 年度〜 2020 年度

実用化計画開発実施場所：葛尾村

高機能性食品安定供給技術と、
それによる高機能性特産作物販売体系の確立
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

植物工場は国内～福島県内でも数多く先進事

個人の健康志向や介護等領域での栄養管理のニーズが高まったこと

例があるが、栽培体系が確立された農作物はご

で、機能性成分高含有の農作物には、一般の農作物とは異なる市場が

く限られます。植物工場自体の採算性のために、

形成されつつあります。この農作物の価格帯も一般の市場より高水

より高付加価値の農作物の栽培体系を確立する

準となっています。機能性野菜の国内市場は 2015 年の 11 億円から

必要があります。

2025 年には 140 億円へと急成長が見込まれており 、本市場には大手

健康志向を考慮すれば、こうした農作物に求

食品メーカーなども参入しているものの、東北大学の農業技術によっ

められるのは機能性成分の高含有であり、栽培

て新機能・高機能を実現することでこれに対抗すること、さらには新

体系に求められるのは機能性成分の高含有の再

たなニーズを喚起し市場を広げることも可能と考えられます。

現性です。

例えばコーヒーは、従来の商品となる種子部分については、フェア
トレードの観点からも、国内にも一定のプレミアムカスタマーが居る

研究（実用化）開発の目標

ため、完全国内栽培による高価格取引が期待できます。バナナ・トマト・

本事業では、浜通り地区に適した形（自然光
and/or 人工光）での４つの農作物の植物工場
での栽培体系確立。特産作物の安定供給のため
の栽培スキーム（越冬技術等）の開発。
機能性成分保証を実現する栽培スキームの確

マンゴーについては、日本人に食経験があること、バナナについては
機能性成分を高含有する完全食品であることから、ダイエット食品と
しての市場性が期待できます。トマトは、東北大学農学部での研究を
活かし、機能性成分の動態や高含有を遺伝子レベルで証明するための
極めて有用なツールとなります。

立。安全・安心を保証する栽培スキームの確立。
上述の ４つの農作物の市場開拓と販売スキー
ムの構築。の 5 つの目標を持っています。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
日本の中山間農業地域では農業を軸と

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
機能性成分の高含有を保証しうる栽培

する地域経済・社会の振興が課題となっ

方法の開発のためには、栽培環境のス

け厳しい環境にあります。いわば課題先

が必要です。一方で、現実的には、どれ

ています。その中でも浜通り地区はとりわ
進地としての葛尾村で、新しい植物工場

本事業では、東北大学で実施し

ている、園芸作物を材料とする遺

イートスポット（最適な温度帯）の検索
だけ環境制御への依存度を下げられるか

伝子からフィールドまでの幅広い
東北大学大学院農学研究科
東北復興農学センター
准教授
加藤一幾

研究を背景に、これらを浜通り地
区の農業の復興に役立てることを

の活用方法（新規の農作物の栽培・販売

（より浜通り地区の自然条件にマッチし

県内のその他の（気候が類似する）中山

題です。これに先立ち、葛尾村に 2 棟の

の農地を利用する場合には、植物工場の技術が重

れぞれ異なる環境条件を設定しつつ 4 つ

働力の確保は重要な課題となると予測されます。

体系確立）が見いだせれば、それが福島

間地域においても諸社会課題解決の糸口

となりうる可能性があると考えています。
2021 年から試験販売に着手し、主に

贈答品市場（約 10 兆円）に食い込む戦

略で、3 年以内での「億円単位」の売り
上げを目指します。

た栽培手法が採用できるか）も大きな課

温室を整備しました。現在はこの中でそ
の農作物を育成しています。また、これ

までの研究で開発した IT 機器を配備し、
遠隔操作での監視や水管理等を行ってい
ます。

目指しています。

将来、帰還困難区域の指定が解除され、区域内

要になると考えられます。また、この地域での労

我々大学の得意分野は教育を通した人材育成にも

あります。大学の研究成果を地域活性化に活かすこ

とができる人材の育成・供給も我々の使命です。こ
の領域での地元企業・大学等との連携を望みます。

₈₈

2018年度版 浜通りの未来を拓く実用化開発プロジェクト

福島県地域復興実用化開発等促進事業

2018年度開始

プランツラボラトリー㍿、JPE 第 1 号㍿

農林水産業分野

寒冷地域において耐候型の低コスト屋内農場で最適な環境を再現し、通年で安定的にキノコ類（シイタケ、キ

クラゲ）の菌床栽培を行います。これに G-GAP 取得支援メニューを組合せた生産者支援統合サービスを課金式で

ロボット分野
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提供する事業を構築します。

実施期間：2018 年度〜 2020 年度

実用化計画開発実施場所：川内村

現状・背景

エネルギー分野

耐候型屋内農場におけるキノコ類菌床栽培の収益改善

研究（実用化）開発のポイント・先進性
キノコ類は高温・多湿の環境下での生育を好み、栽培においては、

は減少傾向にあります。原木栽培に比べ栽培が

各生育のフェーズごとに最適とされる光、温度、湿度が異なります。

容易であるとされる菌床栽培が発達してきたも

ただし、従来の建物設備では環境制御が不十分となり生産者の経験や

のの、栽培条件などは未だ確立されておらず、

勘に頼らざるを得ず、これは収量の不安定化に繋がるだけでなく新規

属人的な栽培技術・経験に依存した状況が続い

就農者へのハードルともなっています。

ています。生産者の約 80% が小規模農家が占

屋内農場システム「PUTFARM」では、従来の生産設備では難しかっ

めており大きな設備投資は実施しづらいため工

た温度・湿度を効率的に管理することで栽培環境の再現性を高め、そ

業化が遅れ、結果として年間を通じた安定供給

れに最適化された栽培手法の確立を可能にします。

に課題を残しています。

これにより場所、経験に依存しないキノコ類の生産が可能となります。

環境・リサイクル分野

菌床栽培の担い手の高齢化により生産者戸数

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標
耐 候 型 PUTFARM 建 設 サ ー ビ ス の プ ロ ト
構築、自動生産最適化サービスのプロト構築、
G-GAP 取得支援のプロト構築、上記 3 つのプ
ロト構築を通じ、汎用的な生産者支援統合サー
ビスの開発につなげます。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
シイタケは工業化推進による収量拡大、

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
キノコ類栽培の特徴として、散水を頻

キクラゲは現状流通していない国産ブラ

繁に行うため栽培室は常時水に濡れた状

本事業では栽培環境の均一化を実現す

クを移動させる頻度も高く、床面につい

ンドを打ち出し販路を開拓します。

を連動させているため、専門的なキノコ
栽培経験がない方でも比較的スムーズに
参入できるようパッケージ化を前提に設

計しており、収益性改善という明確な目
的を持った生産者支援統合サービスを構

築します。これにより浜通り及び県内他
地域、その他都道府県を含めたキノコ類
生産を行う生産者への波及効果は大きい
と考えます。

態となります。菌床を配置する栽培ラッ

模事業者が生産の中心を担ってい
るシイタケは工業化の遅れが見ら

てはコンクリート土間を採用しました。

プランツラボラトリー株式会社
代表取締役
湯川敦之

発揮するための設計及び施工方法の検証

本事業を通じて寒冷地における栽培環境を安定再

との共同研究契約を締結し、生産者単独

料（広葉樹のオガ）を川内村をはじめとした浜通

これを前提に栽培室内の環境制御性能を

を行っています。栽培面では宇都宮大学
では実施が困難なキノコ類の成分分析や

内部環境条件と合わせた品質評価、連続
栽培性等を評価して栽培最適条件の抽出
に着手しています。

れ、高温帯が必要なキクラゲは国

内の栽培は殆ど行われていません。

現できる仕組みを確立するとともに、菌床の原材
り地域から調達することで、浜通り由来のキノコ
類の商品開発を目指しています。また浜通り地域
には果樹類の名産品も多く、これらを活用した商
品開発の検討のため、地域の生産者との連携を強
化していきたいと考えています。

₈₉

2018年度版 浜通りの未来を拓く実用化開発プロジェクト

福島県地域復興実用化開発等促進事業

医療機器等分野

るインフラと、自動栽培最適化サービス

キノコ類の栽培環境整備には多

額の設備投資が必要であり、小規

環境回復・放射線分野

PUTFARM 川内外観

2018年度開始
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㍿馬渕工業所、福相建設㍿
農業と親和性のある陸上養殖を、再生可能エネルギー活用の環境コントロールにより実現できるかを研究しま

農林水産業分野

す。陸上養殖は地下水を使用、海洋生物の場合は人工海水を想定し、微生物ろ過等の循環型でコンパクトなシス
テムを目指します。南相馬市小高地区という内陸で可能であり、かつ事業性のある養殖魚介類を探るのも、当プ
ロジェクトの重要な意義です。

実施期間：2018 年度〜 2020 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市

農漁融合型産業推進を目指す、陸上養殖における熱利用
および水質管理技術 AquaNova（日本語名「アクアの場」）の開発
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

現状：循環型となる陸上養殖では、魚介類の生

現状の陸上養殖におけるろ過装置は、水質汚染の原因物質（蛋白質、

息に必要な水質の確保が必須であるが、

アンモニア、硫化物等）の物理化学的除去（フィルター等による除去）

小高地区井水の水質分析と、結果に合わ

が主流であるが、本提案においては、物質循環に着目した生物的ろ過（水

せたろ過システムの構築が課題です。

質汚染の原因物質の微生物による分解）の導入により、運用・維持管

背景：帰還者が少ない小高地区の産業復興から
考慮すると、陸上養殖においても大きな
労力を必要とせず、かつ高付加価値の魚
介類を養殖する方法について研究します。

理の低減を目指し
ます。（図１参照）
一 方、 自 然 エ ネ
ルギーに由来する
低温熱源を利活用
した膨張器を用い

研究（実用化）開発の目標
南相馬市における農漁融合型施設の可能性を
追求しながら、コスト面及び技術面の課題解決
と事業推進を大きな目標に掲げており、建設業
から提案できる新発想の施設園芸や陸上養殖の
検証、事業化に向けての研究開発要素を地域の
関係者に報告し、評価や提言へと進化させてい

図 1：微生物ろ過システム概念図

た 1 次産業への適
用 に よ り、 最 大 の
課題である初期投
資とエネルギーコ
ストの低減を目指
します。
（図２参照 )

きます。
図 2：低温度膨張器概念図

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
29 年度より実施している「AgriNova」

（農業プロジェクト）との相性を期待し、
農事と陸上養殖の相乗効果として農漁融
合型かつ再生エネルギー活用型農林水産
分野の先導モデルとなりえます。

以下「AquaNova」併設による効果項目。
①再生可能エネルギー ( 太陽光 ) による発

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
平成 30 年度は、要素技術の適用可能

の設計並びに設置を行い、水質保全目的
の 20 μフィルターろ過装置を導入、低
温度域膨張器の設計を完了しました。

生物ろ過槽の有効性確認を目的に、実

験用小型水槽による水質比較を金魚育成

②微生物循環ろ過の持続性検証による陸

る課題を認識の上、次年度実施予定の実

上養殖施設維持費軽減の経済効果

③農事と相性のよい陸上養殖開発におけ
る話題性

平成 29 年来大変お世話になって

（目標）とし、実験養殖システム格納庫

電・蓄電と電力の供給、( 太陽熱 ) によ

る温熱、( 地下水 ) による冷熱利用

南相馬市小高地区の皆様には、

性を実証レベルで確認することを成果

おり、事業開始より計 6 回に渡り
株式会社馬渕工業所
代表取締役
小野寿光

地域の皆様への説明会を開催して

きた。ハウス組み立てや様々な設
備工事なども地域の皆様にお手伝

いいただきました。

陸上養殖自体、東北地方の実績は少なく、浜通

により実施、小高地区の地下水に存在す

り地域の内陸部において取り組めるとなると、新

験水槽、循環ろ過システム等の選定準備

コースト構想に沿った新技術融合の試みも入れ、

を進めました。

一次産業の振興に繋がります。イノベーション・
小高地区で可能性のある陸上養殖を実現していく
ため、様々な実証実験を展開していきたいです。

₉₀

2018年度版 浜通りの未来を拓く実用化開発プロジェクト

福島県地域復興実用化開発等促進事業

2018年度開始

株式会社ダイテック
戦後植林された人工林が伐採期を迎え、大丸太（30cm 以上）の立木量が増加しています。

農林水産業分野

丸太の最大断面寸法を製材することで、大径材ならではの強度等の性能を有効に活用することができれば、学

校建築など公共建築物への活用が期待されます。

ロボット分野
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本研究ではヒノキ・スギ大径 JAS 製材を用いた有開口耐力フレームの実用化開発を目指します。
実施期間：2018 年度〜 2019 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市

公共建築等の非住宅木造建築物では、戸建住宅に比べて設
計荷重と階高が過大になることから柱には大断面のものが必
要とされ、一般には大断面集成材で対応されています。
この柱には近年開発された大径 JAS 製材も、イ準耐におけ
るもえしろ設計が可能で、かつ化粧あらわしにできる無垢材
としてその有用性が認められ、徐々に使われ始めています。
一方、非住宅木造建築物では、大きな地震力に対して壁の少
ない開放的な空間が求められるため、耐震性と開放性の両立が計
画的に困難な状況です。これを解決する方法としては特殊な接合
技術と大断面集成材を用いた木質ラーメン構造があるが、特許
技術等の建設コストと汎用性の課題があります。そのため大開口
を有し汎用性のある耐力フレームの開発が急務となっています。
この現況から、大径 JAS 製材を用いた有開口耐力フレームを
開発します。これを柱や小壁を設置しやすい外壁や間仕切り
に配置することで耐震性と開放性を両立させます。

有開口耐力フレームは、柱に大断面製材を用い、土台と
横架材に一般流通材または大断面製材を用いて基本軸組を
つくり、腰壁や垂壁位置に構造用面材等を配置して合成
ラーメンフレームを構成するものです。階高、腰壁・垂壁
の高さ、柱断面寸法、構造用面材の仕様等をパラメータと
して建築・構造計画の可能性を拡大させます。
柱に曲げ・せん断力を負担させるため、柱を折損させて
しまう懸念があるが、腰壁・垂壁部分における構造用面材
の仕様（面材厚、面材数、釘径とピッチ）により靱性を担
保することができます。
この耐力フレームが性能を発現するには、軸組や構造用
面材の仕様だけでなく、各接合部の性能が肝要です。特に
大きな引き抜き力が生じる鴨居・窓台と柱との仕口、横架
材の継手には耐力と美観を兼ね備えた接合部が必要で、既
存技術の応用も念頭においた汎用性のある接合部を開発し
ます。

研究（実用化）開発の目標

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
地域の山林で育てた大

これまでに
得られた成果

レーム、製材重ね梁形式

木材の加工、流通設計業

一体ずつ予備試験を行い

クルの一助となることが
期待できます。

地域の山林で育てた大丸太を有効に活用するための要素技

術の開発を重ね、林業や木材の加工、流通や設計業務など地

での耐力フレームを、各
ました。面材タイプでは

7.5 倍、製材タイプでは 7.7
倍の壁倍率相当の試験結

域経済の一助となる研究を目指しています。
株式会社ダイテック
代表取締役
鈴木裕一

本プロジェクトの大径 JAS 製材を用いた有開口耐力フレーム

を、大径材と共に木造建築業界へ普及させ、国内における中大

規模木造建築の構造の軸として展開し、全国各地に弊社グルー

プと同じような大径 JAS 認定工場を整備していただき、連携して有開口耐力フ

果を得ることができまし

レームを共有して、全国に継続的な需要を広げていきたいと考えております。

り、来年度の本試験に向

いことで手入れが行き届かずに、木材の品質を高められないという負の連

を確認することができま

した老木を伐採し若木を植林することで、さらなる炭素固定の推進が望ま

た。実験を行うことによ

け接合部の改良等の課題
した。

農林水産業における林業については、戦後植林し育った木の需要が少な

鎖が大きな問題となっています。地球環境に対しては、すでに炭素を固定
れています。地域木材、特に伐採期を迎えた大丸太の継続的な需要によっ

て地元林業の活性化の促進とともに、地球温暖化への貢献が期待されます。
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福島県地域復興実用化開発等促進事業

医療機器等分野

務など、地域経済のサイ

予備試験状況

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

面材補強による耐力フ

丸太をメインとした地域

材の需要を生み、林業や

有開口耐力フレームイメージ図

環境回復・放射線分野

複数年で計画をしているので最終的な目標は、大径 JAS 製
材を用いた有開口耐力フレームの木材建築業界への普及促進
を計り、国内における大丸太の需要を活性化し地域の林業発
展に貢献します。その中で平成 30 年度内の成果目標として
は、予備試験を終え最終的な大径 JAS 製材での有開口耐力フ
レームを計画する段階まで完了します。

農林水産業分野

研究（実用化）開発のポイント・先進性

環境・リサイクル分野

現状・背景

エネルギー分野

ヒノキ・ズギ大径 JAS 製材を用いた有開口耐力フレーム
の開発

2018年度開始
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農林水産業分野

株式会社トレードマーク
超加速化発酵技術（加水分解技術）の活用＝農林水産物の今までにない原料加工と、簡潔な 6 次化商品販売ソ

フト（デザインパッケージの選択・EC サイトへの商品登録・販売（出口戦略））＝誰でも低予算で 6 次化商品を製造・
販売できる仕組みを創ることで、今までにない商品開発と 1 次産業者の高収益構造モデルを構築するための実用
化開発を実施します。

実施期間：2018 年度〜 2020 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市

加水分解技術による農林水産物の加工・研究及び
6 次産業化商品開発
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

課題１：今までにないユニーク商品の商品開発
が必要であり、現在の商圏ではより個々のニー
ズにこたえる必要があることと、浜通り地域産
品を有効活用します。
課題２：6 次産業化商品の課題は、製造から
販売までが資金・技術・収益でハードルが高
いことと、販路が拓かれていないことによる収
益確保・継続性が課題です。個々の農林水産
業者では参入が困難なことです。

加水分解技術（超加速化発酵装置）
①超高速発酵で食品の製造が可能。
②自然発酵では不可能な発酵食品の開発が可能であり、地域特色を活かし
た商品開発が可能。
例）完全無添加で製造可能な地域の野菜と水産物でつくるソース（調味料）
例）加工で排出される不要物を活用した地域商品
6 次産業化に特化した EC サイト
①簡単に商品のデザインパッケージ（ボタン一つで選択）が可能。
＊製造・作成するだけで現在は高額なお金がかかる。
②商品の掲載を簡単にし、商品を求めるお客様へ直接商品情報を届ける EC サイト
加水分解
加水分解
加水分解
加水分解
概念図
概念図
概念図
概念図
加水分解
加水分解
加水分解
加水分解
概念図
概念図
概念図
概念図
③インターネットサイト（Web）上で、専門知識を要する専門家とお客様
（＊イメージであり本来の製造方法とは異なります）
（＊イメージであり本来の製造方法とは異なります）
（＊イメージであり本来の製造方法とは異なります）
（＊イメージであり本来の製造方法とは異なります）
（＊イメージであり本来の製造方法とは異なります）
（＊イメージであり本来の製造方法とは異なります）
（＊イメージであり本来の製造方法とは異なります）
（＊イメージであり本来の製造方法とは異なります）
をつなげるサイト
加水分解 概念図

研究（実用化）開発の目標
①平成 32 年度事業完了までに、各地域の商
品企画・開発・ブランディングの実施完
了を目指します（浜通り地域 15 市町村）。
②平成 32 年度以降、実用化開発機器及びソ
フトを導入後、
売上高 480,000,000 円
雇 用 製造部門 10 名、販売部門 EC
2 名 他 5 名、
総合拠点（物流・コー
ルセンター）20 名、合計 37 名
他原材料 48,000,000 円消費
を目標とします。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
浜通り地域 15 自治体において、6 次
産業化商品の売上及び原材料（農林水産
物）消費が見込めます。この場合、当
社売上ではなく各地域の取組みとなるた
め、各地域の取組みによって差はあるも
のの、最低値として、１自治体 1 商品を
16 個 / 日～ 32 個 / 日で販売した場合、
■年間売上高として、
45,000,000 円～ 100,000,000 円。
■原材料消費として、
13,500,000 円～ 30,000,000 円
の経済波及効果が見込めます。
一日あたり 16 個～ 32 個の商品販売
は低設定目標値であり、地域ごとの取組
みによって上記の数字を超える大きな経
済波及効果があると考えます。

加水分解

（＊イメージであり本来の製造方法とは異なります）

概念図

（＊イメージであり本来の製造方法とは異なります）

 食材を水と混ぜる
 食材を水と混ぜる
 
食材を水と混ぜる
食材を水と混ぜる
 食材を水と混ぜる
（撹拌）
食材を水と混ぜる
 
食材を水と混ぜる
食材を水と混ぜる
食材を水と混ぜる
（撹拌）
（撹拌）
（撹拌）
（撹拌）
（撹拌）
（撹拌）
（撹拌）
（撹拌）

熱・圧力を加える
熱・圧力を加える
熱・圧力を加える
熱・圧力を加える
熱・圧力を加える
熱・圧力を加える
熱・圧力を加える
熱・圧力を加える
熱・圧力を加える
（発酵→無菌化）
（発酵→無菌化）
（発酵→無菌化）
（発酵→無菌化）
（発酵→無菌化）
（発酵→無菌化）
（発酵→無菌化）
（発酵→無菌化）
（発酵→無菌化）

野菜・肉・魚などの食材を
野菜・肉・魚などの食材を
野菜・肉・魚などの食材を
野菜・肉・魚などの食材を 加熱・加圧を行うことによ
加熱・加圧を行うことによ
加熱・加圧を行うことによ
加熱・加圧を行うことによ
野菜・肉・魚などの食材を
加熱・加圧を行うことによ
野菜・肉・魚などの食材を
野菜・肉・魚などの食材を
野菜・肉・魚などの食材を
野菜・肉・魚などの食材を
加熱・加圧を行うことによ
加熱・加圧を行うことによ
加熱・加圧を行うことによ
加熱・加圧を行うことによ
水とよく混ぜる。
水とよく混ぜる。
水とよく混ぜる。
水とよく混ぜる。
り、発酵の加速と無菌化を
り、発酵の加速と無菌化を
り、発酵の加速と無菌化を
り、発酵の加速と無菌化を
水とよく混ぜる。
り、発酵の加速と無菌化を
水とよく混ぜる。
水とよく混ぜる。
水とよく混ぜる。
水とよく混ぜる。
り、発酵の加速と無菌化を
り、発酵の加速と無菌化を
り、発酵の加速と無菌化を
り、発酵の加速と無菌化を
行う。
行う。 行う。
行う。
行う。
行う。
行う。 行う。
行う。

 食材を水と混ぜる
（撹拌）

熱・圧力を加える
（発酵→無菌化）

これまでに得られた成果

野菜・肉・魚などの食材を
水とよく混ぜる。

加熱・加圧を行うことによ
り、発酵の加速と無菌化を
行う。

■原材料の粉砕と加水を同時に行えるミ
キサー装置（実用化版）
■福島県産の農林水産物の評価と加水分
解技術によって製造された商品（案）
の市場評価（市場調査報告書）
■ EC サイトの要件定義及び基礎システ
ムの構築 ( 含むデザインパッケージ )
■加水分解技術を応用した商品企画開発
加水分解技術によって製造されたお
米を原材料にした糖化飲料各種や野菜
を原材料にしたスープ各種など。
開発商品については、短時間で美味し
く素材のうまみを活かした商品であり、
これら企画を軸に商品バリエーションを
増やすことが可能です。
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水に溶けるプロテインや、
遠心分離機を使い、必要な
水に溶けるプロテインや、
遠心分離機を使い、必要な
遠心分離機を使い、必要な
遠心分離機を使い、必要な
遠心分離機を使い、必要な
水に溶けるプロテインや、
水に溶けるプロテインや、
水に溶けるプロテインや、
水に溶けるプロテインや、
成分を抽出。
成分を抽出。
（不要な成分を
成分を抽出。
成分を抽出。
（不要な成分を
（不要な成分を
（不要な成分を
野菜の栄養素が凝縮された
野菜の栄養素が凝縮された
野菜の栄養素が凝縮された
野菜の栄養素が凝縮された
成分を抽出。
（不要な成分を
野菜の栄養素が凝縮された
成分を抽出。
成分を抽出。
（不要な成分を
成分を抽出。
成分を抽出。
（不要な成分を
（不要な成分を
（不要な成分を
野菜の栄養素が凝縮された
野菜の栄養素が凝縮された
野菜の栄養素が凝縮された
野菜の栄養素が凝縮された
除去）
除去）
除去）
除去）
粉サプリが完成
粉サプリが完成
粉サプリが完成
粉サプリが完成
除去）
粉サプリが完成
除去）除去）
除去）
除去）
粉サプリが完成
粉サプリが完成
粉サプリが完成
粉サプリが完成

３成分を分離

３完成

（遠心分離）
開発者からの浜通り復興に
遠心分離機を使い、必要な
水に溶けるプロテインや、
向けたメッセージ
成分を抽出。
野菜の栄養素が凝縮された
除去）

（不要な成分を

粉サプリが完成

浜通り地域の各自治体の皆様と
早期に協力して商品開発・販売を
するための組織・仕組みづくりを
推進したいと考えております。そ
のために、現在抱えている 6 次産
株式会社トレードマーク
代表取締役社長
業化の課題や商品販売における想
玖島裕
いなどを共有していくことが重要
と考えております。
当社は浜通り地域における「食」産業の復興が、
当地域にとって象徴的だと考えておりますが、開
発された商品が安全・安心で美味しく、今までに
ないものとして世の中に提供できることを目標と
しております。何よりも新しい食産業がこの地域
の代名詞となればと思っております。
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医療機器等分野

会川鉄工㍿、㍿鈴木電機吾一商会
リハビリは介助者が必要で内容も単調、さらには場所、経済的な負担が大きいです。そこで足麻痺の方等が楽

しみながらリハビリができる電動アシスト車いすを開発します。電動車いすにペダルを装着し、ペダル重さ調整

及び、ペダルに足を乗せるだけでペダル自動回転する機能研究をしました。また、スムーズに発進、微力速度実

ロボット分野

01

現のためにモータコントロールのベクトル制御研究を行い、乗り物としての快適性、安全性を追求しました。
実施期間：2016 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市

現状・背景

エネルギー分野

移乗機能とリハビリ機能を備えた電動アシスト車いす開発

研究（実用化）開発のポイント・先進性
ペダル踏み力を検出するために精巧なトルクセンサーを装着しまし

ためには、正確なペダル踏み力検出が必要です。

た。この結果、ペダルをほとんど踏む力がない方でも、足を乗せるだ

それを実現するために、精巧なトルクセンサー

けで、踏み力を検出してペダルの自動回転を行い、足麻痺の重い方で

装着により、踏み力の検出精度の向上を図りま

もトレーニングが実現できます。ペダルと後輪の駆動輪にはチェーン

した。また、モータ制御をスムーズに行うため

がつながっておらず、電子的にペダル回転数を後輪の駆動輪に伝える

には、ベクトル制御が必要で、そのベクトル制

方式を採用します。この結果、既存の電動車いすへ簡単に本開発のペ

御技術の開発を進めました。

ダル装置を装着できます。また、運転性能を上げるために、全方向駆
動輪を開発しました。この結果、前進後進、の他にその場旋回ができ
ます。狭い室内でも運転が容易にできます。

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標

環境・リサイクル分野

ペダル踏み力の調整、先行して自動回転する

より安全性を確立した製品版車いすを完成さ
せ、各種認証を取得し、国内外の病院・リハビ
リ施設・個人への販売をし、事業化後、売上
600 百万円、直接新規雇用数 40 人を目標とし
ます。
電動アシスト車いすイメージ

実用化が成功した暁には

浜通り地域での部品調達、
組立、生産を行い新規分野

これまでに得られた成果
■モータ制御技術、ベクトル制御

効果：スムーズ発進、静音、低消費電
力

■全方向駆動輪（タイヤ）

経済復興、雇用創出に寄与

■トルクセンサー

することができます。

会川鉄工株式会社
代表取締役
会川文雄

効果：その場旋回実現

効果：脚があまり動かない人でもト
レーニングできる

■会川鉄工株式会社

■株式会社鈴木電機吾一商会

成により、日本における

ノベーション・コースト構想」

展に大きく貢献し、浜通

ら物づくりの分野に挑戦する

実用化開発事業化の達

福祉電動車いす産業の進

■チェーンレス技術

効果：既存の電動車いすから容易に改
造できる

■上記技術を取り入れたペダル付き電動
アシスト車いす

鈴木電機吾一商会
代表取締役
鈴木清友

り地域の新規産業、福祉
機器産業の創出に貢献し
たいと考えております。

この度の助成を受けて「イ

の取り組みに建設業の分野か
ことができました。この経験

を生かして今後の社業と地域
産業の発展に寄与していきた
いと考えています。
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として福祉機器の製造・販

売に進出することにより、

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

環境回復・放射線分野

浜通り地域への
経済波及効果
（見込み）

2016年度開始
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株式会社アイザック
アイザックでは病院・介護施設と連携しながら【医療・介護ロボット】の開発を行っています。

医療機器等分野

本事業では、ベッドから車いすへの移乗、さらにはトイレへの移乗を、誰でも簡単に、そして安全に行うこと

ができる、移乗介助・移動支援機器を開発しています。あわせて、手首につけたセンサにより取得したバイタル
情報をもとに、万が一の時に利用者にかわって救命依頼を行う見守り支援機器の開発を行っています。
実施期間：2016 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市

福島県内 100% 部品調達に向けた
移乗介助・移動支援・見守り支援機器実用化開発
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

2025 年には団塊の世代全てが 75 歳以上の

移乗介助・移動支援機器の開発では、負担の大きな介助動作に対し、

高齢者となり、超高齢化社会を迎える我が国に

センサやアクチュエータ制御等のロボット要素技術を用いることで、

おいて、介護現場の人手不足は介護側の高齢化

より安全に、介助者負担の少ない移乗を実現しようとしています。加

とも相まって、一層深刻化することが予想され

えて、被介助者の尊厳を守るために、単なる自動化ではなく、人の手

ます。弊社では特に介護負担の大きい、移乗介

による介助を補助する機器の開発を目指しています。

助・見守り支援における介護業務の効率化、人

見守り支援機器の開発では、利用者自らがボタンを押すなどして、

手不足の解消をテーマに開発を行っています。

救命依頼を行う従来の方法とは異なり、脈波や体温等のバイタル情報
を常時モニタリングし、利用者が重篤な状態に陥ったと判断した際に
は、利用者に代わり自動的に救命依頼を行うシステムを実現しようと

研究（実用化）開発の目標

しています。

■販売売上

2019 年度 5 月頃より県内を中心に販売を開

始し、初年度 35 台を目標に営業活動を実施し
ます。2020 年度より本格的拡販を行います。
■雇用計画

2019 年度 5 月以降：量産を開始し、月産

10 台の生産計画

見守り支援機器

新規雇用 2 名（営業 2 名）

2020 年度：月産 15 台の生産計画

移乗機器

新規雇用 5 名（製造要員 5 名）

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
本事業で開発している機器はロボット

技術を活用しています。ロボット産業は

移動機器

これまでに得られた成果
①移乗機器

に、利用者に直接触れる箇所の素材・形状・機

調達は浜通り地域を主とした福島県内企

きる機体を開発しました。

業より 100% 調達を目指します。

また、本事業に従事する技術者は、可

構の修正を実施し、より安全で心地よく移動で
②移動機器

た。あれから８年が過ぎ
ようとしていますが、今
日まで、復興への歩みは

す。日本のものづくりを支えてきた福島

③見守り支援機器

の拡大に貢献します。

株式会社アイザック
いわき技術開発センター 企画担当
馬場法孝

害物検知および自動停止機能を追加開発しました。

からもロボット技術者の採用などで人材
通り地区における製造業・ロボット産業

時、私も福島県にいまし

途絶えることなく、優秀な人材や技術が

り安全に移動させるため、超音波センサによる障

を呼び込み、事業拡大を行うことで、浜

原子力災害が起きたあの

今年度、製造コストの削減に加え、利用者をよ

能な限り県内から募集を行い、県内にお
ける人材育成を行います。さらに、県外

東 日 本 大 震 災 そ し て、

施設において実施したヒアリング結果をもと

自動車産業と同様に裾野が広く、調達部
材等は多種多様です。将来的に部材等の

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

手首につけた装置により、SpO2、脈拍数、

脈波、皮膚抵抗、皮膚温度、加速度データを取

得し、バイタルデータの異常を検出した際には、
管理者に通知するシステムを開発しました。

次々と浜通り地域に集まってきていま
県の製造技術と、新しいことに挑戦して

いく我々のようなロボット開発会社が連
携していくことでますます復興が加速し
ていくことを期待しています。
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WALK-MATE LAB 株式会社

医療機器等分野

WALK-MATE ROBOT（ウォークメイトロボット）は、装着した人の歩くリズムに同調して歩行支援を行う装着型

のロボットです。パーキンソン病などの患者を対象とした、ロボットの有効性評価試験や、製品化に向けた取り

ロボット分野

03

組みを進めています。

実施期間：2016 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市

現状・背景

エネルギー分野

リズム歩行支援ロボット Walk-Mate の社会実装に
向けての製品化モデル構築事業
研究（実用化）開発のポイント・先進性
筋力を補助するのではなく、装着者に同調したリズムで歩行をアシ

生成する機能が失われ、筋力が衰えていなくて

ストするというコンセプトにより、他の外骨格ロボットに比べて発揮

も歩行が不安定になることがあります。歩行を

する力が少ない代わりに、軽量で比較的安価・安全な装着型ロボット

安定するためにメトロノームの音などが合図と

となっています。モータが OFF の状態でもロボットの関節の柔らかさ

して利用されていますが、開発中のロボットは

は保たれており（バックドライバビリティが高い）、スイッチを入れな

歩行者自身のリズムと同調した、より自然なア

くてもロボットが歩行動作を妨げることはありません。また、皮膚の

シストを期待できます。

電極を貼る等の特別なセッティングを必要としません。ロボットを着
た後はスマートフォンから動作開始の指示を送り、歩くだけで自動的
にアシストが開始されます。

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標

環境・リサイクル分野

パーキンソン病の場合、自らの運動リズムを

事業終了後に販売が開始できるよう、プログラ
ムの安定性のチェック、ユーザビリティーや製品
としての安全性についての検討を重ね、医療機
器対応といった品質保証に向けての準備を進め
ます。まずはデイケアやリハビリテーションに携
わる通所施設からの普及を目指しています。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
弊社の事業所がある南相馬市を中心

に、ロボットの生産およびメンテナンス

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
パーキンソン病患者を対象としたロ

ボットの試用が進められており、腕振り

弊社は事業所のある南相馬市を中心として、浜

通り地域および福島県でのロボットサービス産業

を行うサービスステーションの構築を目

の大きさや歩幅などから活動量を大きく

の基盤を作り上げていきたいと考えています。弊

MATE ROBOT を成功事例として、他の

高齢者を対象としたロボットの試用では、

製品・事業を巻き込みながらサービスを提供する

指しています。これに加えて、WALK-

なるロボットリハビリのサービスプラッ
トフォームを育成することを目標として

います。これらの活動を通じてロボット
市場・関連サービス産業の育成が出来る
と考えています。

ロボットを装着する前に計測した通常の

歩行に比べて、ロボットを装着した際の

足の持ち上げ量が上昇しただけでなく、

ロボットを脱いだ直後にもその傾向が残

社の WALK-MATE ROBOT に限らず、各企業の

人、サービスを受ける人、それを取り持つ人のそ

れぞれの理解をお互いに深めて、地域の住民が当

事者となることができるよう活動をして参ります。

るということがありました。ロボットを
着て数分歩くだけでも、運動学習を行え

る可能性が示されたと考えています。
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企業・製品を含めた浜通り地域が舞台と

する効果を確かめています。また、健常

環境回復・放射線分野

WALK-MATE ROBOT 装着イメージ

2016年度開始
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コニカミノルタ㍿、福島コンピューターシステム㍿

医療機器等分野

モバイル端末やクラウドを介して、在宅高齢者の診断情報、バイタル情報、その他の健康情報を共有化するこ

とで、訪問介護者・かかりつけ医が高度なコミュニケーションをはかる在宅メディケアシステムの開発。
実施期間：2016 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市、田村市

在宅メディケアシステム開発

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

超高齢社会に必要な在宅医療における、医師

①在宅メディケアクラウド、②携帯超音波診断装置、③無線パルス

の業務負担の増大、在宅医療従事者の連携不足

オキシメーター ( バイタルモニタリングシステム )、④ポータブル DR

といった社会課題に対し、より質の高い医療の提

の４テーマ開発と地域病院における実証実験やヒアリングを通して、

供をするべく、モバイル端末やクラウドを介して

在宅メディケアシステムを構築します。

診断情報、画像、その他の健康情報を共有する

競争力を確保するためのコアテクノロジーを自社開発し、強いソフト開発

システムを開発中です。現在、試作機を開発し

力をもつ福島コンピューターシステムの協力を得て、在宅医療に適した小型

ながら、現場ヒアリング等を実施中です。

化・軽量化、在宅医療従事者の意見をふまえた使い易さを実現し、現場で
の効率的かつ在宅医療の課題解決につながるシステムの実現を検討します。

研究（実用化）開発の目標
2018 年度中に実証実験を行い、2019 年度
に商品化を目指します。2020 年までに大小約
40 のコミュニティでシステム立ち上げを目標
とします。

在宅メディアシステムのイメージ図

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果

浜通り地区で在宅メディケアクラウド・

■在宅向け携帯型超音波診断装置の試作

ター・ポータブ ル DR を開発し、まず、

■無線パルスオキシメーターを中心とした

を行います。この実証実験を通じて、高

臨床現場調査における性能評価結果。

携帯型超音波・無線パルスオキシメー

同地区において、これら全ての実証実験

齢化が進展する浜通り地区の住民への貢

献を目指します。また、ICT を実際の医

療現場で活用することにより効率的で質

機開発と、自宅向け自動化機能開発。

モニタリングシステムの試作機開発と、

■在宅向けポータブル DR の試作機開発

と、在宅で有効となる撮影画像記録・
送信・状態表示機能の開発。

の高い医療の先導的実証成果が期待でき、

■情報連携 IT システムの評価と課題へ

国、将来的には高齢化が進展する海外に

■上記試作機開発の中で実施した有識者

更に、得られた成果を福島県及び日本全

まで展開する波及効果が期待できます。

の解決策となる情報。

ヒアリングにて、富岡町・田村市・い

わき市等の在宅医療の課題認識が深め
られたこと。

コニカミノルタ
株式会社
プロジェクトサブリーダー
金原淳一

福島コンピューター
システム株式会社
部長
永元俊弘

■在宅メディケアシステム開発を進め、在宅医療
従事者の皆様のご苦労を目の当たりにし、少し

でもご負担を減らし、患者様・患者ご家族の皆

様への医療の質の向上につながる提案をしたい
という思いを一層強く持ちました。

■本システムの実現には、在宅医療に関わる皆様
の声が欠かせません。特に、在宅医療の最前線

におられる医師・看護師・介護士などの皆様は、

日々お忙しいと思われますが、ぜひ、引き続きご

支援ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。

₉₆
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2016年度開始

SOCIAL ROBOTICS 株式会社

医療機器等分野

間接業務を代替させることで、介護スタッフが直接的な介護・介助業務へ集中したいというロボットへのニー

ズに応え、シンプルなユーザーインターフェースで誰もが簡単に使える低コストの運搬ロボットを介護施設に導

ロボット分野
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入することを目指します。

実施期間：2016 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性
介護事業所では人手不足が顕著であり、市場規模としても大きく、

れていることで、サービスの低下が懸念されてい

各ロボットメーカーが参入を試みています。現状の他社のロボット・

ます。さらに、職員募集状況も芳しくありません。

ロボットサービスは直接的な介護行為を支援するタイプのものがほと

当事業は介護スタッフの間接業務を減らし、入

んどであり、移乗支援、排せつ支援など多岐にわたります。

居者への直接的な介護行為に十分な時間を充当す

ところが、実際の業務時間としては間接業務（雑用）が圧倒的に多

ることによって介護サービスの質の向上・スタッ

いのが現状です。対人的なコミュニケーション要素や肉体的な支援と

フの負担軽減・雇用継続等を実現するためのロボッ

異なり、移動や記録、巡回といった一般的な支援であるため、費用対

ト開発を行うことを目的としてスタートしました。

効果が明確に出せれば排せつ支援などと比べ費用面での導入障壁が低
いと考えられます。

環境・リサイクル分野

人手不足の中で間接業務（雑用）に時間が割か

間接業務を支援するというコンセプトでの展示会出展などでは多く

3 年間で導入実績や各種安全品質試験を積み
上げたのち、生産の拡張と販売の拡張を行い、
2020 年までには年間 200 台の生産を行いま
す。2025 年には、生産を月産 100 台、年間

の反響があり、全国的な大規模事業者からの問い合わせも多く、現在、
多数の介護施設を運営している介護施設業者と試験導入について、協
議を重ねています。
さらに、間接業務という一般的な業務に注目したことで、介護施設
のみならず、医療施設や福祉施設といった他の医療分野、さらには飲
食や宿泊、観光と広い分野への適用可能性があり、大規模なフランチャ

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標

1,200 台に拡大していきます。

エネルギー分野

介護施設内運搬ロボットシステムの商用化とその社会実装

イズ業者とサービス化について協議を重ね試験導入まで漕ぎつけてい
ます。

浜通り地域に自社組立工場を設置し、

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
RFID 入りの反射板によってロボット

2020 年までには年間 200 台の生産を

の自己位置把握を行う自律移動技術を開

15 名程度を計画しており、材料・外注

介護施設において、洗濯物を運搬する

行います。雇用は、間接人員を含めて

円程度の発注を見込みます。2025 年に

は、生産を月産 100 台、年間 1,200 台

に拡大していきます。これにより雇用も

30 名程度、資材調達も 4 億円程度に拡
大します。

発しました。この技術を用いて稼働中の

ています。本事業で開発するロボッ

トは可能な限りシステムを公開し、

などの業務を代替するための実証実験を

SOCIAL ROBOTICS 株式会社
代表取締役
小山久枝

けて試験や、昨年度に引き続き複数種複

企業の皆様が簡単に自社開発アプリを載せてロ

プラットフォームシステムの開発の仕上

ロボットはソフトウエアの分担だけでも幾つかに

行った昨年度から、今年度は事業化に向
数台のロボットを連携させられるような

げにかかりました。リスクアセスメント
の見直し、それに伴う仕様の変更等量産
化に必要な体制を整えました。

移動台車部分のみならず、多くの

パーツをオープン API 化し、地元

ボットサービスを立ち上げられるようにします。
分かれ、ハードウエアも同様です。皆様のお力を

借りて、浜通り発のロボットサービス事業を量産
したいと考えております。

₉₇
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医療機器等分野

などの調達においては地元企業へ 1.3 億

ロボットの量産化に向けて浜通

り企業様の協力を仰ぎたいと思っ

環境回復・放射線分野

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

2016年度開始
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株式会社ヘルステクノロジー
避難指示解除地域での医療・介護分野の課題対策として「フレイル（加齢とともに心身の活力（運動機能や認

医療機器等分野

知機能等）が低下し、複数の慢性疾患の併存などの影響もあり、生活機能が障害され、心身の脆弱性が出現した

状態であるが、一方で適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能な状態像）」に着目し、摂食嚥下機能、
歩行促進（転倒予防）の数値化を行い、適切な支援を提供できるよう研究しています。
実施期間：2016 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市

被災地住民の帰還を促進する医療とロボット産業の
統合実証事業
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

フレイル状態に介入、支援し、健康状態を維

①摂食嚥下デバイス

嚥下障害が進行してからの受診では嚥下機能の

持する活動は、行政による介護予防事業等で取

回復は時間がかかります。状態の把握には VE、VF による診断が必

り組みが進んでいるが、限定的です。摂食嚥下

要で簡易に計測するのは困難でありました。超音波診断装置を利用

機能の維持においては嚥下機能を簡易に評価で

した本開発では、健康サロン等でも測定が可能であり、自動的に筋

きるデバイス、歩行においては安全に歩行意欲

面積・輝度を算出することでより身近な計測を実現しました。

を促進するデバイスの開発を行い、生活リハビ
リ等の効果を実感し、健康寿命延伸に自発的に
取り組める環境を作ります。

②歩行支援デバイス

骨折等で退院後、歩行機能を回復するためには

日々の生活リハビリが不可欠となります。足にかかる負荷をコント
ロールすることができれば安心して実施することができます。本開
発では肘及びサドルで免荷を行いながら、足裏に係る体重をモニタ

研究（実用化）開発の目標
本開発は、厚生労働省が行うデータヘルス改

リングできるデバイスを開発しました。

革の科学的介護の実現に寄与し、介護現場の人
材不足問題に介護事業所と共に取り組んでいく
環境を作ることを直近の目標としています。平
成 30 年度は本開発のデバイスが介護事業所の
生産性向上に繋がることを検証します。平成
31 年度売上目標 5000 万円、新規雇用 2 名を
目指します。

嚥下筋の計測（左）、荷重計測装置（中）、歩行支援機（右）

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

これまでに得られた成果

高齢化問題は浜通り地区だけでなく日

①摂食嚥下デバイス・・・超音波診断装

て、安心で自分らしく生活できる環境を

り、筋の面積・輝度を取得し、筋肉の

本全体の問題です。ロボット技術を用い
整えることは、人手に頼っている医療介
護の働き方を大きく変えるきっかけとな

ります。本開発と同時にこれらを活用し
た生活支援ロボットの実証体験環境を創

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

状態により摂食嚥下状態を推測するデ
バイス。画像から自動的に頤舌骨筋を
取り出し、のど年齢を算出するプログ
ラムを作成しました。

設し、いろいろな生活支援ロボット技術

②歩行支援デバイス・・・靴底に体重計

ロボットとの共生社会のモデル地域の一

レットまたはスマートフォンでリアル

が体験、習得できるよう広く発信集積し、
端を担えるよう展開していきます。

地域包括ケアシステムを支える

置により取得した頤舌骨筋の画像よ

を埋め込み、歩行を行いながらタブ

事 業 所 様、 介 護 事 業 所 様 と IoT、

ICT を活用した生活支援技術の開発

株式会社ヘルステクノロジー
代表取締役
和泉逸平

を今後進めていきたいと考えていま

す。また、家庭生活に応用できるセ

ンシング技術、持ち運び可能な超

音波診断装置との連携も模索してお

ります。

タイムの荷重をモニタリングします。
肘及びサドルで免荷できる歩行機とあ
わせて使用し、安全に歩行における生
活リハビリを実現します。

₉₈
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2017年度開始

TCC Media Lab 株式会社
医療用３D-AR デバイスを用いれば、診断画像を実際の患部に重ねて表示することができます。医師の治療手技

医療機器等分野

の支援と記した領域では、医師や医療従事者が HMD を装着することにより超音波画像と、実際の術野が重畳表示

されたスクリーンを見て、患者の診断状態と患部状態を一目で確認することができます。これにより、中心静脈

ロボット分野
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穿刺や各種手術などを行う際、より正確で安全な手技が可能となります。

実施期間：2017 年度〜 2018 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性
■診断画像を術野に重畳表示

画像が患部から離れたモニタに表示されるため

本製品は、ゴーグル型ビデオシースルー HMD ＋光学マーカ主体認識

患部の位置や構造理解が難しく、医師の技量に

を採用することにより、明るい医療現場でも対応でき、なおかつ高精度

大きく依存する問題があります。本システムによ

な位置検出が可能です。現実世界（目の前の視野）もビデオを通してゴー

り、超音波画像を患部に立体画像として重畳表

グルレンズ部に表示するため、HMD の装着位置にズレがあっても、現

示し処置、手術などの医療シーンで活用可能で

実と仮想画像の位置誤差が生じない工夫がなされています。

あり、医療現場を高度 ICT により劇的に改善で
きます。

■チーム手術に対応
最 大 4 台 の HMD 連 携 が 可

環境・リサイクル分野

超音波ガイド中心静脈穿刺において、超音波

能。既存の超音波機器を本製

平成 30 年度では、開発した中心静脈穿刺支
援用 3D-AR システムを臨床現場の医師に配布
することにより、中心静脈穿刺支援用 3D-AR
システムの評価・改良を実施し、PMDA 相談
および薬事申請の準備をスタートします。平成
31 年度では、医療教育用モデルの販売を開始

品コントローラに接続、コン
トローラに複数の本製品 HMD
を接続するだけです。同機能
の主な用途としては、主治医
の視野をそのほかの医師（レ
ジデントなど）に共有するこ

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標

します。

エネルギー分野

超音波画像情報を提示する穿刺支援用３D-AR システム
の実用化開発

とを想定しています。

3D-AR システムは、極めてニー
ズが高く応用性・汎用性のある
システムであります。加えて導
入医療分野が更に広がれば、製
品としてその機能・性能を高度
化するため、ハードウェアの新規
開発・改善改良を継続しなけれ
ばなりません。従って、そのた
めの設計・開発業務は、南相馬
工場で実施し、技術者を中心と
した雇用の拡大につながること
で産業復興・地域活性化に寄与
します。さらに、製品販売のネッ
トワークの拡大や製品の海外展
開などを通じて、5 年後の年間売
上げ 3 億円以上を目指します。

HMD 本 体 の 開 発 に お い て は、
オープンタイプとクローズタイプ
の HMD を開発しました。オープ
ンタイプ HMD では、透明レンズ
型光学モジュールを搭載したモデ
ルを開発し、シェードの明るさを
制御することにより、超音波画像
をはっきり観察することができま
した。クローズタイプ HMD では、
レンズ付き光学モジュールの試作
を行い、カメラ画像の表示や超音
波画像の重畳表示などを実現しま
した。さらに、電気通信大学、九
州大学病院と共同研究契約を結
び、協力しながらアルゴリズムの
開発および評価を実施しました。

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ
当社は南相馬市に自社研究開発センターを有
しており、現在南相馬を拠点として協力企業と
連携し、様々な医療関係の開発を行っています。
地元企業としてイノベーション・コースト構想に
も強い関心を持っており、開発医療システムの
TCC Media Lab 株式会社
生産ラインを南相馬工場に構築・事業化してい
研究員
陳奎
くことで、被災地の産業創出や地域雇用の創出
を行い、浜通り地域を中心とした近隣地域の復興に寄与するこ
とを目指しています。
しかし、実際の医療機器の開発における「特殊部品の調達」
や「新たなデバイスの開発」においては専門企業への発注にな
ることが多く、まだまだ近隣企業との連携が少ないのが現状です。
当社では近隣地域復興には地元企業との連携を強化するこ
とが重要と考えており、たとえ異業種分野であっても「浜通
り地域における新たな産業創出」という大きな目標に向かっ
て連携できる地元企業を模索しています。
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福島県地域復興実用化開発等促進事業

医療機器等分野

これまでに得られた成果

環境回復・放射線分野

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

2017年度開始
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㍿ピュアロンジャパン、つくばテクノロジー㍿
小型軽量で持ち運びでき、且つ乾電池で動くカーボンナノ構造体を用いた医療用冷陰極Ｘ線管を開発し、これ

医療機器等分野

により予熱なくすぐにＸ線撮影ができる省電力で長寿命な画期的医療用Ⅹ線発生装置の製品化を実現します。

これができると、在宅医療の際に、患者様のいる所ですぐに X 線撮影でき、その場で患部の診断、病状の進行

具合を判断することができ、早期発見・早期治療ができ、医療分野への貢献は大きいです。
実施期間：2017 年度〜 2019 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市

在宅医療・救急医療における医療用冷陰極 X 線管
および携帯型冷陰極 X 線源の開発
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

①カーボンナノ構造体冷陰極電子源の評価技術
の開発

従来の一般的な X 線管は、電子源に熱陰極（フィラメント）を用い
て X 線を放射させる構造を採用しています。この様式においては、熱

②冷陰極Ⅹ線管の評価技術の開発

電子の放出のために、電子源の温度維持が必要であることから、連続

③冷陰極Ⅹ線管の品質評価技術の開発

的な電力供給のため消費電力も大きくなります。また、安定した X 線

④携帯型冷陰極Ⅹ線発生装置の開発

を使用するまでに予備加熱を必要とします。

⑤携帯用Ⅹ線発生装置の上市に向けた装置の評
価試験と PMDA での薬事承認取得申請

一方、冷陰極 X 線管は、独自の CVD 成膜方法で製造（特許取得）した、
カーボンナノ構造体から成る電子源を採用しています。この X 線管は、
電子源の加熱を必要としません。このことから、消費電力を低く抑え
ることができ、電源を切れば X 線が出ないため管理が容易です。また、
予備加熱が不要であることから、即座に撮影ができ、乾電池程度の電

研究（実用化）開発の目標
ターゲットは、在宅医療、地方医療、災害地、
被災地などの医療現場です。
販売方法は、有力な製造販売業者とのマッチ
ングを行い、薬事承認に向けて早期から準備し
て行きます。3 年後に上市することを目標に開
発を進めています。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
弊社は本社 / 工場 / 研究所ともに福島

源にて使用が可能です。
さらに、一般的な X 線管は熱陰極電子源が熱電子を散乱放射し、綺
麗な画像データを得るため、患者に大きな X 線量を照射することが必
要になります。しかし、冷陰極 X 線管は電界放出電子源を用いてパル
ス照射により、小さい X 線照射線量で、綺麗な画像データを得ること
ができます。

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
開発した冷陰極 X 線管の電極部分は

県いわき市に立地しており、本事業の採

ピュアロン独自のプラズマ CVD 成膜方

の側面から有用です。3 か年での事業計

ボンの電子源を採用しています。この X

択は福島県の地域復興に関して雇用確保

画で、設備投資 2 億円、新規雇用 6 名
を計画しています。

現在、癌は 2 人に 1 人が発症す

る病気となっており、その早期発

法で成膜（特許取得）した、ナノカー
線管は、電子源の加熱が不要であるため
消費電力を低く抑えることができます

見、 早 期 治 療 が 望 ま れ て い ま す。
株式会社ピュアロンジャパン
代表取締役社長
中島 秀敏

現在行われている健診の他に在宅

医療および介護施設、さらに過疎

地や被災地などでの X 線撮影、診

（電源を切れば X 線が出ないため管理が

断装置のニーズが急速に高まっているなかで、福

から、即座に撮影ができ、乾電池程度の

な技術を用いた先進的な医療機器開発を進めてま

容易です）。予備加熱が不要であること

電源にて使用が可能です。すでに産業用
としては商品化しています。

島県浜通り地方において、今までになかった新た
いります。

₁₀₀

2018年度版 浜通りの未来を拓く実用化開発プロジェクト

福島県地域復興実用化開発等促進事業

2017年度開始

医療機器等分野

株式会社 HealtheeOne
モバイル端末を接続したクラウド型システム及びいわき市に設置したオペレーションセンターにおける人的作

業を複合的に活用した①夜間休日の往診型の一次救急支援システムの開発、② DtoNtoP を想定した遠隔による診

ロボット分野
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療・決済システムの開発、及び ③高齢者の見守りシステムの開発です。

実施期間：2017 年度〜 2019 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市

現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性
本研究開発のポイントは、
課題解決への緊急度が高い「一次救急」と「が

急受入容量圧迫」が全国で起きています。軽

ん検診」を支援することにあります。地域の医療機関との機能分担をしな

症の患者によるいわゆる「コンビニ受診」や

がら、診察・診療・治療が必要な患者に確実に到達することを目指します。

「救急車の不適切利用」などが原因です。

上記ポイントを実現するために、(1) 通話やアプリによる一次救急依

■ 2018 年 3 月に「がん対策推進基本計画（第 3

頼システム、(2) 往診用診察記録システム、及び (3) オペレーションマ

期）
」が発表されています。市町村によってば

ネジメントシステムを構築します。ま

らつきはありますが、県内のがん検診受診率は

た遠隔（オンライン）による診察・決

国が掲げる目標に対して低い状況です。

済や高齢者の見守りシステムの開発を
実施し、地域の実情に沿った仕組みに
仕上げていきます。

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標
課題の多い県内の地域医療において、現場の
医療従事者を支援しながら県外から人財を呼び
込む仕組みづくり進め、同様のモデルの全国的
な普及を促進していきます。

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
平成 29 年度に予定していた福島県浜

通り地域にて一次救急を支援するための

名超の雇用を創出ながら、本事業を活用

は一次救急や高齢者見守りの実証を開始

オペレーションセンター職員として 100

して 10 名を超える非常勤の一次救急医
師の確保につなげます。

地域医療に関する課題は多くあ

ります。医療現場で人間が必ず行

システム開発を完了し、平成 30 年度に
しながらがん検診を支援するためのシス
テム開発を完了しました。

わなければならないお仕事に医療
従事者の皆様に集中していただく
株式会社 HealtheeOne
代表取締役社長ＣＥＯ
慶應義塾大学ＳＦＣ研究所 所員
小柳 正和

ために、当社は IT/IoT、FinTech、
InsurTech や仕組みづくりで支援
しながら全国的な普及を促進して

いきたいと考えています。

₁₀₁

2018年度版 浜通りの未来を拓く実用化開発プロジェクト

福島県地域復興実用化開発等促進事業

医療機器等分野

エンジニア、インフラエンジニアおよび

環境回復・放射線分野

システム概要図

2020 年には、本事業でソフトウェア

環境・リサイクル分野

■救急医療については、「搬送の長時間化」
「救

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

エネルギー分野

地域医療を支える往診型一次救急支援、遠隔による
診療・決済、及び高齢者見守りシステムの開発事業

2018年度開始
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医療機器等分野

ときわ会、㍿ジーンクエスト

公
益
財団法人

骨折危険因子である骨粗鬆症の患者数は社会全体の高齢化に伴い年々増加しており、社会的にも問題となって

います。浜通りでの健康寿命延命のためにも、骨粗鬆症予防は重要な課題です。本事業では、骨粗鬆症の発症予

防や治療に関する遺伝子多型診療についての研究および事業開発を行うことで、骨粗鬆症患者の個々人に最適な
テーラーメイド治療法を提供できる仕組みを社会実装します。

実施期間：2018 年度〜 2020 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市

遺伝子多型に基づいた骨粗鬆症のテーラーメイド診療事業
の研究開発
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

骨粗鬆症は骨折しやすくなるだけでなく、骨

株式会社ジーンクエストは、個人向け遺伝子検査事業の先駆者であ

折することで身体全体の不調を招きます。治療

り、抗骨粗鬆症治療に関して報告されている遺伝子多型から、診断ア

法としては、食事療法・運動療法・薬物療法が

ルゴリズムの開発を行います。一方公益法人ときわ会ではこれまで骨

あるが、その効果には個人差が大きい事が知ら

粗鬆症対策に関連して、病院内で複数部局と連携を図り、骨折予防プ

れています。そこで本事業では、この個体差と

ログラムに注力してきました。本事業により測定拠点の開設を行い、

遺伝子多型についての研究および事業開発を行

ヒト検体から最新ゲノム技術により遺伝子多型を解析し、現在開発を

い、骨粗鬆症患者の個々人に最適なテーラーメ

進めている骨トレと呼ばれるトレーニング指導に、遺伝子多型解析の

イド治療法の開発が望まれています。

結果を加える形で、個々人に最適なテーラーメイド抗骨粗鬆症治療を
行っていきます。

研究（実用化）開発の目標
約 1300 万人の骨粗鬆症患者をターゲットに、
個々人に最適なテーラーメイド抗骨粗鬆症治療
情報の提供を目指します。その過程で、骨量や
他の疾患に関する遺伝学的要因の解明とその実
用化開発を更に進めるとともに、検査センターの
拠点を置く福島県内に売上の一部が反映されま
す。また、検査需要の拡大に伴い、検査センター
での雇用創出にも繋がると期待できます。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
福島県浜通りは東日本大震災による３

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
抗骨粗鬆症治療に関して報告されてい

公益財団法人ときわ会 先端医学研究センターセンター長 加藤茂明
株式会社ジーンクエスト 代表取締役 高橋祥子

重被害により地域全体が急激に高齢化し

る遺伝子多型を解析するための、ゲノム

折—寝たきりを防ぐ方策が必要不可欠で

検査センター）の整備はときわ会内でほ

目指し、ジーンクエストの連携支援の下、本事業の

な技術についても確認しました。現在診

ず海外にも本事業の成果を発信して行きます。そ

ているため、早急に骨健康を維持し、骨

あり、本事業開発をまず福島県で実証を
行うことで、福島県住民の医療・健康に

大きく資する可能性があります。更に全
国に普及を図る事で、本事業関連実用化
例として産業的にも先導的な立場に立て
ます。更に本事業実施により、周辺のゲ

解析システムと施設（ジェノタイピング
ぼ完了しました。またゲノム解析に必要

浜通り地域で初のバイオベンチャーの事業化を

実施と発展により、浜通り地域から、国内のみなら

断アルゴリズムの開発を目指し、ヒト検

の過程で浜通り地域や福島県内への人的産業的な

態解析等を開始しました。

骨粗鬆症だけでなく、他の疾患にも個々人に最適な

体でのジェノタイピングの実装と骨量形

還元を行います。更に本事業のノウハウを下敷きに、

テーラーメイド治療情報の提供できる事業を展開し

ノム最新技術の習得や、実用化開発のた

たく、個々人に最適なテーラーメイド抗骨粗鬆症治

めの基盤研究体制の構築を通じ、新規課

療情報の提供を目指します。

題開拓や新規雇用等の人材獲得等の波及
効果が期待出来ます。

₁₀2

2018年度版 浜通りの未来を拓く実用化開発プロジェクト

福島県地域復興実用化開発等促進事業

2018年度開始

福島 SiC 応用技研株式会社
Si( シリコン ) に代わる半導体材料である、SiC（シリコンカーバイド）を使用した、半導体を応用して、これま

医療機器等分野

での製品では実現できなかった、高出力、高速スイッチング、高温動作が可能な高電圧パルス発生器や、高電圧

直流電源などを開発しています。開発した電源装置を静電加速器と組み合わせて、SiC 加速器中性子源を開発して

ロボット分野
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中性子線による核医学診断装置や、放射線がん治療装置などを開発しています。

実施期間：2018 年度〜 2019 年度

実用化計画開発実施場所：楢葉町

現状・背景

エネルギー分野

B-NET
（Boron-Neutron Emission Tomography）
診断装置の実用化開発
研究（実用化）開発のポイント・先進性
弊社が開発した SiC 加速器中性子源を使用する事で、従来のような

大規模な原子炉中性子源による、中性子照射設備ではなく、患者の周

で、経済的・スペース的に導入が困難であった

数方向からの中性子照射）が可能となる非常にコンパクトな中性子照

ロンやホットラボ等の高価な付帯設備が不要
小規模な病院でも導入が見込めます。

結果として、検査可能な施設の拡大が見込め、

検査費用の軽減にも繋がります。また、放射性
薬剤を投与しないので、診断時の被ばく量を
1/2 以下に抑制できます。

囲に複数の SiC 加速器中性子源を配置し、中性子線による多門照射（複
射装置が実現できます。（図イラストご参照ください）

多門照射を行う事で、体の奥深くにある患部まで中性子線が届けられる

ようになり、開頭手術、開腹手術が不要な BNCT がん治療装置としても使

用可能です。（BNCT：Boron Neutron Capture Therapy、中性子線を用いた放射線がん治療装置）

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標

環境・リサイクル分野

従来の PET 診断装置で必要な薬剤の代わり

にホウ素プローブを使用する事で、サイクロト

2020 年度の最終的な成果目標は、B-NET 診

断装置の実用化開発です。

2 年の補助事業期間に直接新規雇用として 2

名のエンジニアの新規雇用を計画し、すでに 2
名の直接新規雇用を実現した。更に管理面でも
1 名の新規雇用を実施しました。

売上においても、2020 年に新規で 1 台の受

注が 15 億円で決定した。今後、2 ～ 3 台 / 年

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
平成 29 年 1 月の楢葉工場操業開始以

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
SiC-SBD（ シ リ コ ン カ ー バ イ ド 製

降、32 社の地元企業様と新規に取引を

ショットキーバリアダイオード）を用い

平成 30 年度の補助事業において、浜通

1.2kV 耐圧の SiC-SBD チップを 20 個

させて頂きました。

4 億 8850 万円の見込みです。平成 31 年

度もイノベーション・コースト構想補助事

業を中心に浜通り地区の地元企業様との新

規取引先開拓及び、発注拡大を積極的に展

開し、地元調達率向上を促進して参ります。

た高電圧ダイオードの開発に取り組み、
直列接続することで 24kV 耐圧の小型ダ

イオードを開発しました。これにより従

来の Si 製ダイオードでは不可能な高周

波 CW（コッククロフト・ウォルトン）
回路が実現できました。

すでに、弊社内評価において 300kHz

今後、更に浜通り地域の雇用促進、地

動作が確認できています。CW 回路の高

の活気ある浜通り復活に貢献したいと思

の小型化も可能となり、電源装置全体の

元企業様への調達拡大を通して、震災前
います。

業分野等の進化に貢献します。事業

福島 SiC 応用技研株式会社
代表取締役
古久保雄二

を発展させ地元雇用の拡大を図り、
浜通り地域の復興に少しでもお役に

立つ事ができれば嬉しく思います。

弊社の保有する最先端の SiC パワーエレクト

ロニクス技術を、お客様のニーズにあわせて、色々
な形態（デバイス、モジュール、システム等）で
お届けすることが可能です。

高電圧技術、大電流技術を必要とされる企業様、

周波動作が可能になった事でコンデンサ

或は研究機関様がおられましたらソリューション

小型化に大きく寄与します。

けましたらましたら幸甚です。

をご提供させて頂きますので、情報交換させて頂

₁₀3
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福島県地域復興実用化開発等促進事業

医療機器等分野

り地域での消費割合は、97％で消費額は

弊社は、SiC 半導体を応用した技

術・製品を市場に供給し、医療、産

環境回復・放射線分野

の出荷が出来る体制を構築します。

2018年度開始
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株式会社ミナケア

医療機器等分野

医療データの活用と保険者・医師会・その他の担い手の連係によって、健康合理性・経済合理性の高いヘルス

ケアサービスを提供します。予防可能な病気を防ぎ、住民が長く健康で暮らせる福島県を実現するための仕組み
と仕掛けを構築中です。

実施期間：2018 年度〜 2020 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市

医師不足地域に対応した、医療データの活用による
予防型医療プラットフォームの開発および実証事業
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

福島県には「人の健康」にまつわる３つの課

題があります。

保険者保有のデータについて個人別突合処理を実施。データ解析や解
析結果の Web での表示、保健事業の対象者抽出といった解析・表示ツー

①人口の減少

ルと、オペレーターが実際に保健事業を実施するシステムを開発します。

③深刻な医師不足

よりよい医療を受けることを目指す医療連携ネットワークは既にあります

②生活習慣病での死亡者多数

各病院での検査結果や処方内容を関係機関で共有することで、患者が

産業を推進するのは、健康で働く人です。病

気になってから始めるトラブルシューティング
型の医療ではなく、「病気にさせない」医療の
仕組みの構築と「多職種連携による効率的な健
康づくり」が必要です。

が、本事業は「病気になって病院へ行く前」の段階の潜在患者、つまり
健康リスクがあるがその認識を持たなかったり、受けるべき診察を受けて
いない人へのアプローチをデータに基づいて行い、病気にさせない医療
を実現するという点で立ち位置が違っています。

研究（実用化）開発の目標
まずはいわき市を実証事業の拠点とし、いわ

き市の国民健康保険加入者を対象とした健康づ
くりに取り組みます。合わせて、協会けんぽや

後期高齢者広域連合の協力も得ていきたいと考
えています。

実証事業が進んだ段階で、県内の他の自治体

に向けて、本事業の横展開を目指した活動をし
ていきます。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
■現在保有する医療リソースを有効活用

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
保険者保有データの解析および解析結

することで医療費の利用効率があが

果の Web 表示を行い、健康リスク者を

行動の促進などによって地域産業の活

ルの開発を完了しました。

り、健康寿命が延伸。その結果、消費
性化がかないます。

■健康リスクを十分に手当てできていない
人の掘り起こしと、保健指導等による健

康リスクの管理・改善が可能になるため、

そうした保健事業の担い手が必要とな

私たちミナケアは「ずっと元気

で、の思いをカタチに」をビジョ

抽出して、実際の保健事業を進めるツー
2019 年 1 月にいわき市と「いわき市

民の健康づくり等に関する連携協力協定

書」を締結し、地区別の健康リスクの可
視化と保健事業の実施を進めています。

り、浜通り地域での雇用を創出します。

ンに掲げ、自治体・保険者のデー
株式会社ミナケア
代表取締役
医師 山本雄士

タヘルス支援や、企業の健康経営
支援をしている企業です。

福島イノベーション・コースト

構想では、廃炉、ロボット、エネルギー等さまざ

まな分野で浜通り地域の産業を回復させようとし
ています。それらの産業を推進するのは、健康で
働く人にほかなりません。

■データに基づく予防医療という先進的

病気になってからの医療ではなく、健康に投資

な医療モデルを構築することで、新た

をして病気にさせない「投資型医療ʀ」を実現す

の、福島県への誘致にもつながります。

険者、自治体、企業と連携し、効率的な健康づく

な医療モデルに関心をもつ医療専門職

るために、福島県にお住いの方々、医療機関、保
りを進めてまいります。

₁₀₄

2018年度版 浜通りの未来を拓く実用化開発プロジェクト

福島県地域復興実用化開発等促進事業

2018年度開始

医療機器等分野

ミツフジ株式会社
本事業では、「着るだけで」生体情報がとれるシャツを住民に着用してもらい、データの収集および分析を行い

ます。医療機関等とともに分析した結果は、オンラインまたはレポートにて住民一人ひとりにフィードバックし、
年齢層を問わず、自身の健康管理への意識付けを行います。住民から毎日確実にデータを取得・蓄積するための

ロボット分野
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仕組み・システム、運用体制を構築し、住民のデジタライゼーションを目指します。
実施期間：2018 年度〜 2020 年度

実用化計画開発実施場所：川俣町

現状・背景

エネルギー分野

毎日着用可能なウェア型 IoT 機器およびオンライン診療
システムによる健康モニタリングサービスの開発
研究（実用化）開発のポイント・先進性
住民へ配付する「医療用シャツ型心電用電極」は、すでに医療機器

の肌と電極が一定圧で密着しノイズの発生を最

として登録されていますが、様々な体型や年齢の住民が着用しても、

小化する、という課題があります。シール型で

データが安定して取得できるための改良が必要です。データ状態や着

は肌荒れやかゆみを伴うため、長時間着用し洗

心地感などを調査し、シャツそのものの品質改良を川俣町の工場にて

濯にも耐えうるシャツ型電極こそが、安定した

進めます。また、データの 24 時間モニタリングは、データを自動で

データ取得に適していると考えます。川俣町の

監視する AI プログラムの開発が必須です。取得したデータに何らかの

工場では、サイズ感や電極位置などをきめ細や

変化を見つけた場合、連携した医療機関等に速やかに通知する仕組み

かにカスタマイズし、課題の解決に努めます。

と体制を構築します。データはクラウドに蓄積され、データ解析に広
く利用され、様々な分析に結び付けられる研究開発環境を構築します。

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標

環境・リサイクル分野

シャツによる生体情報取得においては、ひと

製品・サービスの品質をさらに高め、
毎日のデー
タ取得・モニタリング環境を平成 32 年度中に構
築します。最低でも住民の 1 割の方がシャツを
着用し、日々の健康管理を自発的に進めていくモ
デルは、福島県内はもとより、他の自治体や海
外にまで展開していけるものです。実用化に向け
て、県内の研究機関との連携や工場の増員など
福島工場で生産する医療用電極付シャツ

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
利用者と開発者の両面で浜通り地域へ

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
医療機器としてのシャツ型心電用電極

の経済効果を見込んでいます。利用者と

の開発、シャツ型電極を利用しての川俣

体の健康管理モデルを近隣地域へ展開す

また一人ひとりへのデータ分析結果の

いう視点では、川俣町で始まった住民全

果が見込まれます。また、開発するシス

テムや２４時間モニタリング、医療機関

によるオンライン診療などの仕組みは、
新たな投資と多くの研究者が必要となり

ます。浜通り地域の復興のシンボルとし
て、住民の健康指数の向上に注力するこ
とで多くの方が集まってくる、そんな町
づくりが、地域の復興・発展につながる
ものと信じています。

町住民約 60 名との実運用体系の検証、

いう自治体と共同で進めていくこ

とで、自治体、企業そして住民が

フィードバックなどからレポート内容や

ミツフジ株式会社
執行役員
医療プロジェクト室 室長
小副川博通

れらにより、ほとんどの住民が毎日シャ

この共同事業では、多くの住民の方々から確実に

管理を継続し、データや活動記録も着実

これらのデータを活用したい研究機関や大学、企

ヒアリング項目の検証を行いました。こ
ツを着ることでデータ取得と自身の健康

に取得できました。レポート内容の充実
やシャツの更なる改良は、ヒアリング結
果などから次回の開発・実証に繋げる新
たなインプットであり、今後の開発テー
マとします。

一体となった「健康でいきいきと

した町づくり」を推進しています。

取得されるデータそのものに大きな価値があり、
業などが多く集まることで、新たな経済価値を生
み、結果として住民への還元をもたらす循環モデ
ルとなります。浜通り地域の住民は、みんな健康

でいきいきしているという復興のシンボルモデル
を構築すべく今後も努力していきます。

₁₀₅

2018年度版 浜通りの未来を拓く実用化開発プロジェクト

福島県地域復興実用化開発等促進事業

医療機器等分野

ることによる自治体としての健康経済効

一企業だけで実現できる効果は

限られていますが、今回川俣町と

環境回復・放射線分野

新たな雇用を生み出すものと確信しています。

2018年度開始
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いわき明星大学、㍿セツロテック

（平成 31 年 4 月 1 日より医療創生大学に名称変更）

医療機器等分野

ゲノム編集技術は近年見いだされた新しい遺伝子組換え法で、従来よりも容易にかつ自在に個体レベルで遺伝

子を操作できるようになりました。本事業では、創薬のための高効率疾患モデル細胞・動物作成技術を有する株

式会社セツロテックと浜通り地区の薬学教育・研究拠点であるいわき明星大学が共同で、新ゲノム改変技術によ
る疾患モデル細胞・動物の実用化を目指した開発を行います。

実施期間：2018 年度〜 2020 年度

実用化計画開発実施場所：いわき市

新ゲノム改変技術による
疾患モデル細胞・動物の実用化開発
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

製薬会社で新薬を開発する際には、特定

疾患モデル動物の開発において、製薬会社には次のようなニーズがあります。

■ある疾患において、原因遺伝子に複数の SNPs がみられるとき、網羅的に既

の疾患の症状を呈する疾患モデル動物を

知のヒト SNPs と同様の変異をマウスホモログ遺伝子に導入し、ヒト疾患と

活用することにより新薬候補の検索が容

の相同性を評価したいです。

易になります。しかしながら、疾患モデル

■ある疾患に特異的な SNPs を抽出し、網羅的にヒト SNPs を導入したマウスの系

動物は品数も少なく、値段も高価でした。

統を作出し、ヒト疾患と相同な疾患モデルマウスを得たいです。

そこで、ゲノム編集法による新技術を活用

これらのニーズに対し、バイオインフォマティクスにより未知の疾患候補遺伝

し、新規の疾患モデル動物もしくは培養細

子や疾患候補 SNPs を抽出し、モデル動物を作って解析をすることで、新たな疾

胞を開発します。

患ターゲットを見つけることができ、治療の可能性を検討できるようになります。

研究（実用化）開発の目標
本事業終了後の 2022 年 1 月期、本事
業により開発する疾患モデル培養細胞・動
物の売上高は、3600 万円を目標とします。
また同年度の新規雇用は 1 名を予定して
います。10 年後の 2031 年 1 月期は、売
上高 70 億円、雇用数 140 名を目指します。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
疾患モデル動物の生産工場を浜通り

地域に設立することになれば、地域内

の専門商社や施設メンテナンス会社な
どの周辺産業にも効果があるものと見

込まれます。また、新規の人材採用は、
いわき明星大学からの採用のみなら
ず、地域外からの流入を促して採用を

これまでに
得られた成果

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

2018 年 12 月 に 交

福島県浜通り地域は、東日本大震災後は地域全体が急

付決定を受け、現在本

激に高齢化しており、疾患に罹患するリスクは相対的に

格的な開発に着手する

高まっています。これらの疾患は、遺伝要因と環境要因

ための機器購入や施設

株式会社セツロテック
代表取締役
竹澤慎一郎

の調整など準備を進め
ています。

が相互に起因すると考えられます。本事業計画では、主

に遺伝要因に着目し、疾患に対する新たな治療法を開発
するための開発戦略の軸となりえる疾患モデル動物並び

に疾患候補遺伝子等の抽出法を開発しています。本事業計画が実現す

していくことになります。

ることで、数多くの疾患モデルマウス・細胞の製造・解析拠点とし、
地域経済の復興に貢献したいです。

₁₀₆

2018年度版 浜通りの未来を拓く実用化開発プロジェクト

福島県地域復興実用化開発等促進事業

2018年度開始

医療機器等分野

㍿スター精機、㍿ C&A、㍿ EXA
スター精機社が有する①超難加工タングステンコリメータの精密穴あけ加工技術、C&A 社が有する②高性能

Ce:GAGG シンチレータとその結晶製造技術、EXA 社が有する③ Ir ルツボを用いない、革新的低コスト結晶製造装

置といった要素技術を垂直統合することで、医療・創薬用 SPECT 装置を革新する超高解像度センサヘッドを実用

ロボット分野
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化開発します。

実施期間：2018 年度〜 2020 年度

実用化計画開発実施場所：相馬市

現状・背景

エネルギー分野

医療・創薬用 SPECT 装置を革新する
超高解像度センサヘッドの実用化開発
研究（実用化）開発のポイント・先進性

することで、がんの早期発見に有効で、近年、
創薬・前臨床分野でも活用されています。本事
業では、コリメータの微細穴加工技術開発およ
びシンチレータ結晶性能向上・低コスト化を図
り、初期段階の病理の早期発見を可能とする超
高解像度センサヘッドの開発を行います。

スター精機社が有する①超難加工タングステンコリメータの精密穴あけ
加工技術、C&A 社が有する②高性能 Ce:GAGG シンチレータとその結晶
製造技術、さらに EXA 社が有する③ Ir ルツボを用いない、革新的低コス
ト結晶製造装置といった要素技術を垂直統合することで、従来の SPECT
装置のブレークスルーを実現し、かつコストメリットの高い、超高解像
度、高エネ ルギー 分
解 能 センサ ヘッドを
開発・実用化します。
SPECT 装置の分解能
向上により、がんの早

■板厚 2mm の超難加工タングステンプレート

期発見による QOL 向

に穴径 0.4mm 程度、開口角 30° の穴あけ加

上が図れ、さらには創

工技術を開発します。

薬・前臨床用に使用す

■ CZ 法により２インチ径 Mo 添加 Ce:GAGG
の育成技術を開発します。
■高価なルツボが不要な結晶製造装置を開発し、2
インチ程度のシンチレータ結晶体を育成します。
■売 上 に 関 し て は、2024 年 で、82 億 8000

農林水産業分野

研究（実用化）開発の目標

ることで、がん治療薬
の創成、治 療 反 応の
詳細モニタリングが可
能になります。

本事業による実用化開発完了後、3 社

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ

これまでに得られた成果
コリメータ開発に関しては、穴径 1.5

我々は、福島イノベーション・コー

合金、最後にタングステン材への加工試

「住民の健康確保に繋がる医療機

共同で相馬に工場を建設することで、技

㎜の SUS 系難削材、次にタングステン

ヘッド用のコリメータ製造、結晶製造、

作を行ないました。目標達成である 1.5

術の集約、製造の効率化を行い、センサ

の製造等、一貫した製造体制を構築し、
国内外の医療機器メーカーへの販売を進

めていきます。このセンサヘッドの製造
拠点が出来上がれば、医療装置として組
み上げるまでの各種周辺産業が生み出さ

れると考えられ、相馬市を含む浜通り地
域に先端核医療機器の一大拠点が構築さ
れるという波及効果も期待できます。

器」の開発を 3 社の技術力を合わ

㎜穴開け加工はクリアしたが純タング

株式会社スター精機
常務取締役
星智憲

り、現在も引き続き試作加工中です。シ

馬市に核医療機器の一大生産拠点を形成します。

育成用の装置の導入を行い、Mo 共添加

献します。

ステンはバリ返りが発生する部品も有
ンチレータ結晶開発に関しては、結晶
Ce:GAGG の育成検討、およびルツボフ

せていくことで福島県産の超高解

像度センサヘッドを実用化し、相

そして、福島県の健康増進、安心安全の提供に貢

また、商流・雇用の面でも国内外の各社とすで

リーの Ce:GAGG 育成技術の検討を開始

に連携研究を行っており、目標を達成すれば、相

Ce:GAGG 溶融体を得ることに成功しま

算しており、浜通り地域の地域活性化についても

した。ルツボフリー化開発に関しては、
した。

当数の受注、浜通り地域で再雇用を見込めると試
貢献していきます。

₁₀₇

2018年度版 浜通りの未来を拓く実用化開発プロジェクト

福島県地域復興実用化開発等促進事業

医療機器等分野

結晶作製装置製造、シンチレータアレイ

スト構想の重点分野の一つである

環境回復・放射線分野

万円、新規雇用者数 82 人を見込みます。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）

環境・リサイクル分野

SPECT 装置は、体内に注入した放射性核種
から放出されるガンマ線をセンサヘッドで撮像

2018年度開始
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医療機器等分野

富士コンピュータ株式会社
人の心理的側面に踏み込んだ知的交流としてのコミュニケーション機能を備える寄り添い ( 介護 ) ロボットを開

発しています。会話には AI 技術 ( 知識モデリング / 機械学習技術 ) を活用し，介護対象者の個性や心理状態などを

捉えた自然なコミュニケーションを通じて，介護を必要とする高齢者の自立を支援する寄り添いロボットの事業
化を行い、介護・福祉機器として実用化を目指します。

実施期間：2018 年度〜 2020 年度

実用化計画開発実施場所：南相馬市

個別ユーザの認知的特性診断に基づく対話を通じた
介護支援コミュニケーションロボットの開発
現状・背景

研究（実用化）開発のポイント・先進性

在宅介護では，介護者 / 被介護者のそれぞれ

ユーザ ( 介護者 / 被介護者 ) の認知的な特性，趣味 / 嗜好など，個人依

に，心身ともに少なくない負担がかかっていま

す。本事業ではこの問題に対して、高齢者世帯

存性の高い特性を捉えた上でなされる心理的側面のケアを目掛けた会

が抱える心身的負担感や孤独感、不安感など、

話システムを実現します。

精神的な側面に能動的に働きかけ、そのより良

い変化の促進を目掛けた介護用コミュニケー
ションロボットを開発することで，この問題に
アプローチします。

研究（実用化）開発の目標
平成 30 年度：テンプレートベースの対話エンジ
ンを備える簡易ロボットの開発

平成 31 年度：高度に知的な会話 / 介助を実装
した見守りロボットの開発

平成 32 年度：高齢者の日常生活の中に自然に溶
け込むパートナーロボットの実現

情報科学の分野では，ロボットと人間との対話を通じた知的交流に

おいて感情やそれらを生起させる趣味嗜好，経験などを踏まえた会話
が欠如すると，ヒトはシステムに対する不安感や不信感を感じやすい
ことが知られつつあります。

このことから本事業では，介護を要する高齢者の心理的障害を軽減

するために，システムとユーザ ( 高齢者 ) の間に信頼関係や親近感を生

むことを目掛けたユーザ特性を捉えた対話生成エンジンの開発に取り
組んでいます。

浜通り地域への
経済波及効果（見込み）
本事業が対象とするコミュニケーションロ

これまでに得られた成果
本年度は、音声合成、音声認識については独

ボットの 2020 年の市場規模 87 億円と予測さ

自ソフトの開発に成功しました。

立する事業として発展することが予想できます。

れやすく、安全性を重視したテディベア型のデ

れており、福島県の今後の産業振興の基盤を確

開発者からの浜通り復興に
向けたメッセージ
実証実験の場とし

ての福島ロボットテ

ハード面に於いては、高齢者にも受け入れら

ザインを採用しました。人が関節を無理やり動
かしても壊れない、元の角度に戻るときに優し
く動くようコンプライアンス制御を搭載しまし
た。モーター音の無さも特筆すべき点です。

ストフィールドの活

用、 浜 通 り 地 域 の 他
富士コンピュータ株式会社
AI 技術研究所
所長
早石直広

企業と連携しながら、
介護用 AI ロボット開
発を進めていきたい
と思っております。
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ふくしま「浜通り」から未来へ !
福島県の復興に向けての取り組み
公益財団法人 福島イノベーション・コースト構想推進機構
公益社団法人 福島相双復興推進機構（官民合同チーム）
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公益財団法人 福島イノベーション・コースト構想推進機構
■福島イノベーション・コースト構想推進機構（イノベ機構）は、本構想推進の中核的な機関として、
平成 29 年 7 月 25 日に福島県が設立した法人です。
■福島復興再生特別措置法に基づく「重点推進計画」においても、イノベ機構を本構想推進の主要な
実施主体として位置付け、国家プロジェクトである本構想の具体化を進めています。
■イノベ機構の主な取組は、以下のとおり。

産業集積・
ビジネスマッチング
・浜通り地域等への企業誘致
・進出企業と地元企業とのマッチング
・企業の新ビジネス立ち上げ支援
・農林水産分野での先端技術導入支援
事業者

支援

相談

支援

官民合同
チーム

イノベ
機構

・高 等 学 校 等 で の
産業界と連携した
教育の実施支援
・市町村と連携した
大学等の教育・研
究活動支援

交流人口の拡大

高等学校における
イノベーション人材育成

・浜通り地域のイ
ノベ拠点等への
来訪者呼び込み
・交流人口拡大に
向けた交通環境
の改善

現地見学ツアー

ハイテク
プラザ 等
技術相談・
支援 等

進出企業と地元企業と
のマッチング支援 等

連携

支援

教育・人材育成

情報発信

拠点施設の管理運営

連携

事業化に向けたコンサルティング等

ふくしまみらいビジネス交流会

・イノベ構想の県民
へのわかりやすい
情報発信
・県外からの呼び込み
に向けたイノベ構想
の魅力の発信

・福島県が整備する
拠点施設の運営受
託を目指して活動
・拠点の利活用につ
いて県内外にＰＲ
イノベ見える化
セミナー

福島ロボット
テストフィールド

公益財団法人 福島イノベーション・コースト構想推進機構
〒 960-8043 福島県福島市中町１− 19 中町ビル６階
TEL：（024）581-6894〔代表〕 URL：http：//www.ﬁpo.or.jp
福島イノベ

イノベ機構と官民合同チームが連携協定を締結

（平成30年10月3日）

福島イノベーション・コースト構想の更なる推進のため、イノベ機構と官民合同チームが連携するこ
とで、域内外の企業が一体となった産業集積を促進し、地域経済の発展につなげていきます。

■イノベ機構は進出企業・域外企業の窓口機能を発揮し、
官民合同チームは個別訪問により蓄積した地元事業者の
情報を活用し、地元企業に寄り添ったハンズオン支援を
行います。
■専門性の高い実用化開発プロジェクトの事業化については
イノベ機構が地元企業を支援し、進出企業が課題を抱え
ている人材確保については官民合同チームが支援します。
連携協定締結式
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公益社団法人 福島相双復興推進機構（官民合同チーム）
■官民合同チームは、被災された事業者（※注）を個別訪問し相談型の支援を行うため、国、福島県、
民間の構成により、平成 27 年８月 24 日に創設された組織です。
■被災事業者を訪問し、専門家によるコンサルティングや、国の支援策等を通じ、事業再開や自立の
支援を行います。（訪問件数：約 5,200 者）（平成 31 年 3 月 4 日時点）
（訪
■平成 29 年 4 月からは農業者の個別訪問を実施し、営農再開に向けた支援活動を行っております。
問件数：約 1,500 者）（平成 31 年 3 月 4 日時点）
■官民合同チームの主な取組は以下のとおり。
※注：被災 12 市町村（田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び
飯舘村）が対象

事業・なりわいの再生支援

まちづくり支援

事業再開意向をうかがいながら、自立的な経
営や将来の生計に安心感が得られるように継
続的に寄り添った支援を行います。

まちづくり会社や商業施設等の自立的な運
営や交流人口の拡大、商圏創出・拡大を実現
すべく、まちづくり専門家による支援を進め
ます。

・専門家によるコンサルタント支援
・人材確保支援
・販路開拓支援
・生活設計・事業承継支援

・御用聞き型から提案型案件組成へ
・まちづくり専門家知見の蓄積、横展開
・コミュニティづくりに熱い思いと適性を持った人材の発掘

営農再開の支援

外部人材・資本の呼込みと新しい地域づくり

営農再開意向のある農業者が、継続的に農
業を行っていくための支援や風評被害の払拭
を目指して支援を行います。

人口が減少していることから、域外から人・
資本などを呼び込み、地域経済に新たな波及
効果をもたらすことを目指します。
・福島イノベーション・コースト構想の推進と地元事
業者の関与支援
・交流人口増加に繋がる情報発信支援
・外部からの人材呼び込みと創業支援

・個別訪問を通じた経営・技術支援
・農地集約や大規模化の加速化支援
・風評被害対策及び販路開拓支援
・地域状況に応じた耕畜連携などの支援

公益社団法人 福島相双復興推進機構（福島相双復興官民合同チーム）
〒 960-8031 福島県福島市栄町 6 − 6 NBF ユニックスビル 4 階
TEL：（024）502-1115〔代表〕
URL：https：//www.fsrt.jp
MAIL：kanmin̲seizou@fsr.or.jp
（企画グループ

連携イメージ

製造業担当宛て）

商工団体等

研究機関等
連携
地元の「強み」
「シーズ」を PR

構想関連の
進出企業・
域外企業

地元との連携に
向けた「ニーズ」確認

実用化開発の
事業化支援

イノベ
機構
進出企業等の
企業情報の
集約・提供

連携

地元企業の
ビジネス機会の
創出

官民合同
チーム
進出企業の
情報を基に
地元企業と
マッチング

「強み」「シーズ」や
「課題」等の吸い上げ

「強み」「シーズ」
「課題」「ニーズ」を
踏まえたハンズオン支援

地元企業

専門性の高い実用化開発の事業化支援
（経営力・技術力の強化）
※２

現地における人材確保等の支援※１

※１
※２

進出企業等の人材確保ニーズの収集・提供を行うなど、イノベ機構も協力
実用化開発プロジェクトの開始に向けた経営支援、技術支援、補助金申請支援を行うなど、官民合同チームも協力
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